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セクション１：要約および推奨

1

不動産投資信託（REIT）とは、専門的に管理された複数の不動産に分散投資する投資商品です。資
産の入れ替えが比較的少なく、安定した賃料収入を得られることが、投資商品としての REIT の魅力
の一部です。また、通常は税引き後の利回りが高く、少額の資金で不動産に投資する手段を提供し、
株式ポートフォリオに分散効果をもたらします。残念ながら、投資主（もしくは受益証券保有者）の
権利を弱める可能性のあるガバナンスの問題が、REIT のこうした利点を損ねることがあります。
アジア太平洋地域では、ほとんどの REIT が外部の運用会社によって運用されています。運用会社には、
その運用サービスへの対価として REIT から報酬が支払われます。運用会社は投資主の最善の利益
のために行動する受託者責任を負いますが、所有と管理の分離が、投資主（プリンシパル）と運用
会社（エージェント）との間に利益相反を生じさせる可能性があります。
アジア太平洋地域における REIT の場合には、上場時に REIT に最初に組み入れられる資産を提供す
るスポンサーが、重要な役割を果たしています。より重要なことに、スポンサーが REIT 運用会社を
100％所有していることが一般的で、スポンサーがしばしば REIT の大口投資主であることも状況を
さらに複雑にしています。こうした関係が、運用会社およびスポンサーが少数投資主を犠牲にして自
己の利益のために行動するリスクを増大させ、さらにプリンシパルとエージェントとの間の利益相反を
増幅します。当レポートで取り上げている REIT のガバナンスに関する問題の多くが、こうした利益相
反から生じています。
適切な投資主保護措置によって、投資主の権利を阻害しかねない運用会社の力が制限されていれば、
プリンシパルとエージェントの関係から生じる利益相反を管理することは可能です。REIT には様々な
仕組みがあります。一般的に、REIT は REIT 規則あるいは会社法とは異なる法規制によって規定さ
れています。その結果、REIT に付与される権利はしばしば異なります。こうした理由から、内部者に
よる権利侵害のリスクを最小化し、投資主の権利を強化するためには、REIT が確固としたガバナン
ス構造を備えることが重要です。
アジア太平洋地域における REIT 市場は、世界で 2 番目に規模が大きく、世界の REIT 市場の時価
総額全体の約 21％を占めています。北米の REIT 市場が最大で、全体の 60%です。アジア太平洋地
域のなかでは、オーストラリアが最大、最古の市場であり、地域全体の約 58%を占め、次いで日本が
20％、シンガポールが 14％、香港が 8%です 1。中国とインドが国内市場に REIT を導入する計画を実
施すれば、この地域には大きな成長の可能性があります。現在、フィリピンは REIT 法制整備の最終
段階にあり、2011 年に REIT の上場第 1 号が期待されています。
当レポートは、アジア太平洋地域における 4 大 REIT 市場である、オーストラリア、日本、シンガポー
ル、香港に焦点を当てており、規制当局や業界関係者の参考となることを意図しています。その目的
は、REIT 市場の新規開設や計画に関わる規制当局および業界関係者のために、ガバナンス構造の
指針を提供すると同時に、既存 REIT 市場の規制当局が、投資主保護の向上を最終的な目的として、
現在の REIT ガバナンス基準を改善させる手助けをすることです。

既存の REIT 構造に関する推奨
以下の 1 から 8 に掲げた推奨は、外部の運用会社が運用する REIT における現在のガバナンス慣行を、
短期的に改善する実務的かつ直接的な方法を提示するものです。

１. REIT 運用会社における取締役会の独立性
推奨：REIT 運用会社の取締役会にガバナンスを求めることを、運用会社の認可要件に含めなければ
なりません。取締役会の役割は、REIT 運用会社および REIT の運営を独立した立場で精査し監督す
るものでなければなりません。
◆ REIT 運用会社の取締役会は、
その半数以上を独立取締役としなければなりません。ここで
「独立」

とは、経営陣、スポンサー、および大口投資主ではないということです。

1 すべての統計は、2010 年 10 月現在の FTSE EPRA/NAREIT Developed REIT Index に基づきます。NAREIT は National
Association of Real Estate Investment Trusts の略称。
©2011 CFA INSTITUTE



アジア太平洋地域の REIT

2
◆ 会長の役割は、CEO（最高経営責任者）の役割と異なるばかりではなく、経営陣、スポンサー、

および大口投資主から独立したものでなければなりません。
◆ 利益相反の可能性がある、取締役の兼任を認めるべきではありません。

２. 年次投資主総会
推奨：年次投資主総会の開催をすべての REIT に義務づけなければなりません。
REIT 運用会社および受託会社の取締役および経営陣は、年次投資主総会に出席しなければなりま
せん。投資主は、運用担当者が投資主の最善の利益のために REIT を運用していることを確保する
ため、その意思決定について面と向かって質問する権利を有していなければなりません。年次総会は
投資主に対する運用会社の説明責任を向上させ、投資主に REIT の実績および戦略に関する最新情
報を伝える機会を提供します。

３. 所有構造と関連当事者取引
推奨：大口投資主である関連当事者の名称と持分を開示するとともに、重要な関連当事者取引を独
立した専門家が精査し、上場証券取引所に開示し、独立した役員および投資主が承認しなければな
りません。
すべての REIT（および REIT 運用会社）は、ベスト・プラクティスとして「利益相反および関連当事
者取引に関する方針」を策定した上で書面化しなければなりません。そのなかには「関連当事者」の
定義、関連当事者との取引が必要となる理由、利益相反となる状況や関連当事者に対処する内部統
制手続きを盛り込まなければなりません。
関連当事者取引（承認・開示基準を満たす取引）について、以下の対応をしなければなりません。
1. 独立したアドバイザーが調査し、公正市場価値のみが適用されていることを確認すること
2. 役員会の承認を要する場合には、
「利害関係のない」役員が承認すること
3. 上場証券取引所に報告し、遅滞なく投資主に開示すること
4. （重大であれば）投資主の決議による承認を求め、関連当事者は棄権すること

４. 運用会社の地位保全
推奨：信託約款や資産運用契約には、なんらかの方法で運用会社が地位保全を図ることや投資主の
権利を制限するような条項を設けてはなりません。
当該条項が IPO（新規株式公開）時に含まれていれば、目論見書等の文書のなかで明確に開示しな
ければなりません。当該条項を上場後に加えるならば、投資主の承認を求めなければなりません。こ
うした方法によって、経営支配権市場が効果的に機能し、また、投資主が決議によって運用会社を
解任する権利を有するため、投資主の権利が守られます。

５. REIT 運用会社の解任
推奨：投資主は REIT 運用会社を解任および選任する権利を持たなければなりません。
また、投資主は、投資主総会を召集し、運用会社の解任・選任の議案を提出し、運用会社の解任あ
るいは選任について公正な投票による普通決議を求める権利を持たなければなりません。

６. 運用報酬体系
推奨：報酬体系は、投資主の利益と運用会社の利益を一致させるように設定しなければなりません。
実績報酬は、運用会社が優れた実績に対して報酬を受け、悪い実績の場合には投資主と損失を共
有するように設定しなければなりません。実績報酬を、投資口価格の相対的上昇率や投資口あたり
分配金（distribution per unit：DPU）などの実績に連動させることは、利益をより一致させ、潜在
的なエージェンシー問題を軽減することになります。
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７. レバレッジ制限
推奨：適切なガバナンス慣行が存在し、投資主の権利が守られている限りにおいて、規制により借入
れに制約を設ける必要はありません。
借入れを行うかどうかは、事業判断に任せるべきです。透明性を高めるために、REIT は財務制限条
項や信託約款のなかで課せられている借入れ制限についての関連情報を、適切に開示しなければな
りません。

８. REIT のガバナンス
推奨：香港、シンガポール、オーストラリアの REIT は信託形式であるため、運用会社／受託会社と
受益証券保有者との間の利益相反を最小限とし監視を高めるための最良のガバナンス構造は、単一
責任主体（single responsible entity）です。
この構造の下では、単一責任主体のみが投資家に対する説明責任を負います。この単一責任主体が、
受益証券保有者のために資産を保管し、独立した立場で REIT を監督する責任を負います。こうして、
受託会社の役割と責任に関する混乱が解消され、独立した役員会やコンプライアンス委員会に代わ
る役割を果たします。

REIT の理想的なガバナンス構造に関する推奨
以下の推奨は、REIT の理想的なガバナンス構造の特徴を説明しています。理想的な構造には、前述
した推奨の多くを採り入れており、新規および開設が予定されている REIT 市場の発展を促すと同時
に、既存市場の長期的な変革に役立てることを目的としています。

１. 内部運用
推奨：内部運用構造を採用することにより、運用会社の利益と投資主の利益は一致しやすくなります。
◆ REIT が運用会社を 100％保有しており、したがって、運用会社の職員が REIT の職員でもあると

みなせる場合には、投資主と運用会社との間の利益相反は軽減されます。
◆ REIT のスポンサーから独立した運用チームを有します。
◆ 信託形式では REIT 自体に職員が雇用されるわけではないため、内部運用構造とするには会社型

が最適です。税法上、会社型の REIT が非課税の取り扱いを受ける場合にのみ実行可能です 2。

２. 役員会
推奨：REIT には独立した役員会を設置し、投資主が役員を選任あるいは解任することができなけれ
ばなりません。
◆ 役員会が運用を監督し、すべての重要な財務判断を精査しなければなりません。役員会は、運

用会社の実績を監視し、運用会社が投資主の最善の利益のために責務を果たすことを確保しな
ければなりません。
◆ 役員会の構成は、独立した役員が過半数を占め、会長は独立していなければなりません。
◆ 投資主が役員を指名、選任、解任する権利を持たなければなりません。承認に必要な表決数を

過度に多くして投資主の議決権を制限してはなりません。

３. 年次投資主総会
推奨：年次投資主総会の開催をすべての REIT に義務づけなければなりません。
投資主は、運用担当者が投資主の最善の利益のために REIT を運用していることを確保するため、
その意思決定について面と向かって質問する権利を有していなければなりません。年次総会は投資
主に対する運用者の説明責任を向上させ、投資主に REIT の実績および戦略に関する最新情報を伝
える機会を提供します。

2 税効果のある構造に関する議論は、当レポートの範疇を超えるため、ここでは取り扱っていません。
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４. 関連当事者取引の承認
推奨：重要な関連当事者取引を独立した専門家が精査し、上場証券取引所に開示し、独立した役員
および投資主が承認しなければなりません。
REIT は、ベスト・プラクティスとして「利益相反および関連当事者取引に関する方針」を策定した上
で書面化すべきです。そのなかには「関連当事者」の定義、関連当事者との取引が必要となる理由、
利益相反となる状況や関連当事者に対処する内部管理手続きを盛り込まなければなりません。関連
当事者取引（承認・開示基準を満たす取引）について、以下の対応をしなければなりません。
1. 独立したアドバイザーが調査し、公正市場価値のみが適用されていることを確認すること
2. 役員会の承認を要する場合には、
「利害関係のない」役員が承認すること
3. 上場証券取引所へ報告し、遅滞なく投資主に開示すること
4. （重大であれば）投資主の決議による承認を求め、関連当事者は棄権すること

５. 報酬
推奨：内部運用構造の場合、運用チームに給与を支払い、運用報酬と切り離さなければなりません。
3 名以上の役員で構成され、その過半数を独立した役員が占める報酬委員会を設置することが重要
です。報酬委員会は、運用者にその責務と実績に応じた給与・賞与が支払わられるよう促します。また、
報酬に関する方針と詳細な報酬内容の報告書を投資主に開示しなければなりません。

６. レバレッジ制限
推奨：適切なガバナンス慣行が実施され、投資主の権利が守られている限りにおいて、規制により借
入れに制約を設ける必要はありません。
借入れを行うかどうかは、事業判断に任せるべきです。財務制限条項や信託約款で課せられている
借入れ制限に関する詳細な開示は、透明性および投資主保護の向上に役立ちます。

７. 支配投資主は発行済み投資口の 50％以上を保有してはならない
推奨：投資口の保有を 50％以下に制限することは、REIT のガバナンス慣行を改善するばかりで
なく、投資主に税効果の改善をもたらします。
50％以上の浮動投資口を維持することは、支配投資主と他の投資主との間に生じうる利益相反を排
除することに寄与します。投資主は支配投資主から排除されることなく、権利を有効に行使する機会
が得られるからです。スポンサーが REIT を支配している場合、REIT は実質的にスポンサーの子会
社です。このような場合、本来は投資主が得るべき税効果の大半をスポンサーが享受するという弊
害が生じます。
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セクション 2：アジア太平洋地域における REIT 市場
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Section 2: The Asia-Pacific REIT Market

REIT とは何か？

アジア太平洋地域における不動産投資信託は通常、専門的に管理された複数の不動産に投資する合
What Exactly Is a REIT?
同投資商品です。REIT は、不動産市場に直接投資するよりも少ない資金で、より高い分散効果と流
In Asia Pacific, real estate investment trusts are typically collective investment vehicles that invest
動性を投資主にもたらします。保有資産が元本の増加をもたらし、安定した賃料収入からの定期的
in a diversified pool of professionally managed real estate assets. REITs provide investors greater
な分配を通じて投資家にインカムがもたらされます。
diversification and liquidity with a smaller capital outlay than they would achieve if they invested

directly in the property market. The underlying assets provide capital growth, and the steady rental
REIT の主な特徴は以下のとおりです。
stream provides investors with income via regular distributions.
◆ インカムを創出する不動産への分散投資

The main features of a REIT include:

◆ 通常は投資信託（あるいは投資法人）として設定され、証券取引所に上場され売買される

•

An investment in a diversified pool of income producing real estate assets

◆
• 外部運用あるいは内部運用
Typically structured as a unit trust (or corporation) and are listed and traded on a stock

exchange
◆ 投資主段階での課税
•

Externally or internally managed

•

Flow-through taxation

◆ 高い利回り

REIT
には以下の
• High
yield 3 つの利点があります。

The投資主段階での課税：REIT
three main benefits of REITs
are:
◆
が各種税法上の一定の要件を満たす限りにおいて、投資主は、REIT
「移転」課税の恩恵を受け
• 段階での収入に対して課税されず投資主段階でのみ課税されるという
Flow-through taxation. As long as the REIT meets certain requirements
under the various tax
ることができます。
laws, investors can benefit from “flow-through” taxation, in which the REIT is not taxed on its
income and tax is paid only once in the hands of investors.
◆ 高い流動性と少額からの投資：投資主は、多額の資金を支出することなく、保有資産の元本増加

• とインカム収入に与ることができます。また、投資主は、REIT
Greater liquidity and capital flexibility. Investors are able to get
exposure to the capital growth
保有の不動産に直に投資するより
and income stream of the underlying assets without large capital outlay. It also allows investors
も高い流動性の恩恵を受けることができます。
to benefit from greater liquidity as compared with investing in the real underlying assets.
◆
高利回り
：通常、REIT
の主な魅力はその利回りです。REIT
規則による義務づけとして、あるいは
• High yield.
Typically, the
main attraction of REITs is their yield.
REITs usually have high payout
ratios that are either mandated
in REIT codes or are incentivized by taxation requirements.
税法上の要請から、REIT
の分配率は高いのが一般的です。
Figure
1 shows a typical externally
managed REIT structure.
図
1 は、外部運用されている
REIT の典型的な仕組みを示しています。
Figure
1. Typical Externally
REIT Structure
図
1. 典型的な外部運用
REITManaged
の仕組み
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受託会社：信託約款に基づき、受託会社は投資主のために信託財産を保有する責務を負います。受
託会社は投資主の権利と利益を守るために、善管注意義務を果たさなければなりません。受託会社
の義務は、運用会社の業務を監督し、運用会社が信託約款および適用法令に沿って行動しているこ
とを確保することです。受託会社は通常銀行あるいは銀行の子会社であって、REIT が保有する資産
の価値に対する一定利率で報酬を受け取ります。
信託約款は、運用会社と受託会社との間で締結される契約であり、REIT の法的な組織形態と運営
管理方法を規定します。信託約款は、運用会社および受託会社の責任と同時に、投資主の権利と利
益を記載します。
運用会社：REIT は外部運用と内部運用のいずれも可能です。オーストラリアを除き、アジア太平洋地
域における REIT は大半が外部運用です。
外部運用：外部運用形態が最も一般的です。外部の運用会社が信託資産を運用し、業務、財務、不
動産管理などすべての運用業務を遂行します。投資主は投資口（あるいは受益証券）を購入します。
投資口は運用会社から独立して売買されます。運用会社は上場会社の場合と非上場会社の場合があ
ります。
運用会社は提供する運用サービスの対価として運用報酬を課します。運用報酬は基本報酬と実績報
酬を含むことがあります。実績報酬は、純利益、純資産あるいは信託の相対価格を基準とすること
が一般的です。また、サービスを外部委託しない場合には、追加手数料として購入・売却手数料や
不動産管理手数料を信託資産に課すこともあります。
内部運用：内部運用の REIT では、投資信託が資産と運用会社を所有します。香港取引所に上場され
ているリンク・リート（The Link REIT）が一例です。この仕組みの場合、受益証券保有者が REIT
の受益証券を所有し、REIT が運用会社を 100％所有します。そして受託会社と運用会社の機能は区
別されたままです。
内部運用の別の例はステープル証券です。これらの内部で運用される REIT では、投資信託に「ホッ
チキス止めされた」内部の運用会社が運用義務を遂行します。この場合、投資家は投資信託の受益
証券一口と運用会社の株式一株を取得します。両証券は実質的にひとつの証券として証券取引所で
売買されます。ステープル証券はオーストラリアでは一般的です（内部運用とステープル証券に関す
る詳細はセクション 3 を参照）。
スポンサー：通常 REIT のスポンサーは図 1 に記載しているような目立つ存在ではありませんが、ア
ジア太平洋地域の REIT 市場では重要な役割を果たしています。スポンサーは、上場時に REIT に
最初に組み入れられる不動産を提供します。スポンサーは不動産業界の関係者であることが通常で、
例えば (1) 資産所有者、(2) 不動産開発業者、
（3）ファンド・マネジャー、(4) 不動産投資関連業者な
どです。
REIT に資産を拠出する動機としては資本の再利用と資金調達が通常です。REIT は完全に独立した
上場法人（あるいは投資信託）ですが、大抵の場合スポンサーが引き続き REIT の業務やキャッシュ
フローに深く関与しています。スポンサーの 100％子会社が運用会社および資産管理会社を務めるこ
ともよくあります。その場合、スポンサーは REIT から運用会社に支払われる報酬のすべてを取得し
ます。また、スポンサーは REIT の投資口を大量に保有することも可能で、その場合保有不動産から
生じるキャッシュフローの利益を得るばかりでなく重大な支配権を得ることにもなります。

世界の REIT 市場
米国の REIT 市場は世界で最大、最古の REIT 市場であり、その起源は REIT 第 1 号が米国株式市
場に上場された1961年に遡ります。図 2 が示すように、次にオランダが1969 年に REIT 市場を開設し、
1971 年のオーストラリアと続きました。世界の REIT 市場は過去 20 年間で著しい成長を遂げ、さら
に 20 カ国が REIT 法制や同等の制度を導入しました。2010 年には、インドや中国を含む複数の国
が REIT 市場の開設を検討しており、フィリピンでも法制度は設けられましたが、REIT が正式に上
場を開始し機能するため政府の最終承認を待っているところです。
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図
2. 世界の
REIT 市場の発展
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The Asia-Pacific REIT
アジア太平洋地域の
REITMarket
市場
3 globally,3 worth approximately US$118
The REIT market in
Asia市場は世界で
Pacific is the
second largest
アジア太平洋地域の
REIT
2 番目に大きく
、時価総額は約 1,180 億ドルで世界全体の
4
billion and accounts。
for
21は地域別の内訳を示しています。北米が最大で世界全体の約
percent of the total REIT market capitalization.4 Figure 3 illustrates
21％を占めています
図3
60％を占
the
breakdown
by
region.
North
America
is
the
largest
market,
comprising
circa
60
percent
of the
めています。2010 年 10 月 29 日現在、北米の REIT 市場は、約 3,320 億ドルの規模に達し、その
global
market.
As
of
29
October
2010,
the
North
American
REIT
market
was
worth
approximately
うち米国が全体の 92％（3,060 億ドル）、残りがカナダです。欧州はアジア太平洋とほぼ同じ規模の
US$332
billion with the19％です。
United States comprising 92 percent (or US$306 billion) of the total and
1,070
億ドルで、全体の
Canada the remainder. Europe is not far behind Asia Pacific, worth US$107 billion, or 19 percent
オーストラリアを除けば、アジア太平洋地域の
REIT 市場は比較的新しい市場です。オーストラリアの
of the global market total.
時価総額は 680 億ドルで地域全体の 58％を占め、55 銘柄の REIT が上場されています 5。世界のな
With the exception of Australia and New Zealand, the Asia-Pacific REIT market is relatively young.
かでもオーストラリアは米国に次いで 2 番目に大きい市場です。アジア太平洋地域では日本の REIT
Australia comprises approxima.tely 58 percent of the market in the region with a market
市場が次に古く、大きい市場であり、上場 REIT36 銘柄の時価総額は
240 億ドル、アジア太平洋地
capitalization of US$68 billion and 55 REITs listed.5 Globally, Australia is the second largest market
域全体の 20％です 6。次いでシンガポールと香港が、それぞれ約 160 億ドル（21 銘柄 7）と100 億ドル
after the United States. The Japanese REIT market is the next oldest and largest, with 36 listed
（7 銘柄 8）と続きます。REIT はニュージーランド、韓国、タイ、台湾、マレーシアなど他のアジア太
REITs worth circa US$24 billion, or 20 percent of the total market in Asia Pacific.6 Singapore and
平洋地域でも設定されていますが、それらを併せてもアジア太平洋地域全体の
1％未満、世界全体
Hong Kong follow with approximately US$16 billion (21 listed REITs7) and US$10
billion (7 listed
の 0.5％未満に過ぎません。

3 All data in this section are from the FTSE EPRA/NAREIT Developed REIT Index, produced by FTSE International

3
この章で示すすべてのデータは、FTSE
International
が欧州上場不動産協会
（EPRA: European
Estate Trusts.
in association
with European Public Real
Estate Association
and National Association
of RealPublic
EstateReal
Investment
（NAREIT:
National
of Real
Investment
Trusts）と共同
TheAssociation）および全米不動産投資信託協会
index is a subset of the FTSE EPRA/NAREIT
Global
RealAssociation
Estate Series
thatEstate
launched
in February
2005. The
で提供している
FTSE Developed
EPRA/NAREIT
Developed
REIT IndexIndices
に基づきます。このインデックスは、2005
2 月に開始した
FTSE
EPRA/NAREIT
REITs
and Non-REITs
enable investors to differentiate年REIT
from NonFTSE
EPRA/NAREI
Global
Estate Series のサブ･
インデックスです。FTSE
EPRA/NAREIT
Developed REIT
REIT
constituents
within
theReal
EPRA/NAREIT
universe
according to country-specific
REIT legislation.
The Index
indexと
does
Index REITs
によって、投資家は
EPRA/NAREIT
ユニバー
スのなかで、各国固有の
REITneed
法制に従っ
て、REITと
REIT 以
notNon-REIT
cover all listed
in all jurisdictions
with REIT
legislation
because the securities
to meet
certain eligibility
外を区別することができます。証券がインデックスに含まれるには一定の適格基準を満たす必要があるため、すべての REIT
criteria before they are included in the index. For more information on the FTSE EPRA/NAREIT REIT Indices,
法制下にあるすべての上場 REIT がインデックスに含まれているわけではありません。FTSE EPRA/NAREIT REIT Index に関
please refer to www.ftse.com/Indices/FTSE_EPRA_NAREIT_Global_Real_Estate_Index_Series/index.jsp.
を参
4 Toする追加情報については、www.ftse.com/Indices/FTSE_EPRA_NAREIT_Global_Real_Estate_Index_Series/index.jsp
assist in comparisons between the markets, our analysis is in U.S. dollars. The relevant EUR/USD exchange
照してください。
rate of $1.39 on 29 October 2010 was used.
4
5 市場間の比較のために、分析は米ドル ･ ベースで行っています。EUR/USD の換算レートは 2010 年 10 月 29 日時点の 1.39
Excludes
Westfield Retail Trust, which was listed on the ASX in December 2010.
ドル / ユーロを使用しています。
6 As of December 2010, there are 35 listed J-REITs after a merger in early December.
5 2010 年 12 月にオーストラリア証券取引所に上場された Westfield Retail Trust を除きます。
7
REIT, which has a dual listing
Singapore J-REIT
and Hong
Excludes
Sabana REIT, which was
6Includes
2010 年Fortune
12 月初めに合併があったため、2010
年 12in
月現在の上場
は 35Kong.
銘柄となっ
ています。
listed on the Singapore Exchange on 26 November 2010.
7 シンガポールと香港の両取引所に上場している Fortune REIT を含みますが、2010 年 11 月 26 日にシンガポール取引所に上
場された Sabana REIT を除きます。
8 シンガポールと香港の両取引所に上場している Fortune REIT を含みますが、上場廃止含みで取引停止となっている PREEF
cfaCommercial
institute Trust を除きます。
asia-pacific reits
©2011
China
©2011 CFA INSTITUTE
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図
3. グローバル
REIT 市場の時価総額、2010
年 29
10 October
月 29 日現在
Figure
3. Global REIT-Market
Capitalization, as of
2010

19%
21%
60%

58%
20%
14%
8%

North America
北米

Australia
オーストラリア

Asia Pacific
アジア太平洋

Singapore
シンガポール

Europe
欧州

香港
Hong Kong

Japan
日本

Source:
DataEPRA/NAREIT
from FTSE EPRA/NAREIT
Developed
REIT Index.
出典：FTSE
Developed REIT Index
のデータ

REITs8), respectively. REITs are also established in other markets in Asia Pacific, such as New
Zealand, South Korea, Thailand,
Taiwan, and Malaysia. They represent, however, less 年
than
他の資本市場と同様に、REIT
市場も世界的な市場低迷のなかで大幅に下落しました。2007
9 月1
percent of the REIT market in Asia
Pacific
and less
than 0.5 percent globally.
にピークをつけてから、グローバル
REIT
市場は約
15％下落しています。資本集約的であり借入れ依
存度の高い REIT は、信用市場の崩壊によって特に打撃を被りました。高い債務比率と資産価値の低
Like the rest of the capital markets, REITs suffered large market revaluations through the global
下が重なって、多くの
downturn. From the REIT
peak はローン・トゥー・バリュー比率
in September 2007, the global（LTV）が急騰し、財務制限条項に抵触
REIT market has lost about 15 percent
したため、銀行による債務返済圧力を受けることとなりました。流動性不足と資産価格の低下のため
in value. The capital intensive nature of REITs and their reliance on debt financing made them
particularly exposed when the credit markets imploded.
A combination of high gearing and falling
に、借入れ条件の緩和は困難でした。その結果、REIT
には多大な売り圧力がかかり、最初に暴落し
asset
values
left
many
REITs
with
ballooning
loan-to-value
(LTV) ratios and banks knocking on
た資産のひとつとなったのです。
their door because they were in breach of debt covenants. Renegotiating debt terms was difficult
because
of the lack ofすべての地域の
liquidity and inflated
prices. Subsequently, REITs アジア太平洋地域では、
were under significant
図
4 に見られるように、
REIT 市場が大幅な損失を被るなか、
pressure
and
were
one
of
the
first
asset
classes
to
tumble.
2007 年 9 月から 2010 年 10 月までの間に 30％近く価値が失われました。しかし、内訳を詳細に見
ると、オーストラリアと日本における市場下落が顕著で、アジア太平洋地域全体の数値を押し下げて
As seen in Figure 4, although all markets suffered huge losses, nearly 30 percent of the value in
います。オーストラリアと日本の影響を除けば、アジア太平洋地域は実際には
2007 年
9 月以降に価
the Asia-Pacific REIT market was destroyed between September 2007 and October
2010.
On closer
examination,
however,
Asia
Pacific
was
heavily
influenced
by
the
significant
drop
in
market
値が 38％増加しています。
capitalization in Australia and Japan. Excluding the negative impact of Australia and Japan from
アジア太平洋地域の当該時期の国別状況は図
Asia Pacific, the region has in fact increased5inに示されています。オーストラリアが最も強い打撃を
value by 38 percent since September 2007.
受けており、2010 年 10 月の時価総額は 2007 年 9 月のピークから 40％下がっています。オースト
The breakdown among the Asia-Pacific countries is illustrated in Figure 5. Australia was hardest hit
ラリアの
REIT（以下
「A-REIT」
）市場は、アジア太平洋地域のなかで最も洗練された市場であって、
by the downturn,
with
market
capitalization in October 2010 down 40 percent from its peak in
REIT
のビジネス･
モデルは従来型のパッシブ運用から離れ、ファンド運用などリスクの高い収入源
September
2007. The
Australian REIT (A-REIT) market is the most sophisticated market in the AsiaPacific region and was probably the most susceptible to a market downturn because it had moved
や国外事業の拡大に向かっていたため、おそらく市場低迷の影響を最も敏感に受けました。日本の
away（以下
from 「J-REIT」
the traditional,
passive REIT model to riskier revenue streams, such as
management
REIT
）市場はオーストラリアほど悪くはなかったものの、2007
年funds
9 月から
22％下落
and
increased
offshore
business.
The
performance
of
the
Japanese
REIT
(J-REIT)
market
was not
しました。持続する景気低迷が日本の REIT 市場の重しとなりました。
as bad as Australia, although it was down 22 percent from September 2007. The continuing poor
economic conditions in Japan
contributed
to the REIT market’s underperformance.
一方、香港とシンガポールの
REIT
市場は、同じ期間にプラスの成長を達成しています。香港市場は
49％上昇して
82 REIT
億ドルに、シンガポール市場は
35％上昇して
億ドルに拡大しました。これら
2
In contrast, the
markets of Hong Kong and
Singapore 136
managed
to achieve positive growth
市場における
モデルにより近いものであるためリスクが低いと考え
over the sameREIT
timeの仕組みは伝統的な
period. Hong KongREIT
increased
49 percent, to US$8.2 billion, and Singapore
increased 35 percent, to US$13.6
billion. The REIT structure in these two markets is more closely
られます。また、これらの
REIT 市場はより厳しい規制を受けています。例えば、香港とシンガポー
aligned
to
the
traditional
REIT
model
and so is perceived as lower in risk. REITs in these markets
ルには、オーストラリアや日本では見られない借入れ制限が設けられています。
are also more highly regulated; for example, both Hong Kong and Singapore have gearing
restrictions that are not present in either Australia or Japan.
8 Includes

Fortune REIT, which has a dual listing in Singapore and Hong Kong, and excludes RREEF China
Commercial Trust, which is suspended pending delisting.

www.cfainstitute.org
WWW.CFAINSTITUTE.ORG
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Figure
4. The Shrinking Global
図
4. 縮小するグローバル
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Figure
5. Asia-Pacific REITs through the Downturn
図
5. 市場下落時におけるアジア太平洋地域の
REIT
時価総額
（10billions)
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Since mid-2009, the REIT market in Asia Pacific has started to pick up steam. REITs in Australia,
2009
REITto
市場は拡大基調に入りました。オーストラリア
、香港、
Hong 年半ば以降、アジア太平洋地域の
Kong, and Singapore have been able
renegotiate debt funding, and many, especially
in
シンガポールのREIT
は、借入れ条件の変更が可能であったため、
多くの市場、
特にオーストラリアでは、
Australia, have recapitalized
their balance sheets. Stronger balance
sheets
and improving credit
conditions will put REITs in a good position to benefit from growth opportunities は将来の成長
in the future.
資本構成の再編を行ってきました。財務体質の強化と信用状況の改善によって、REIT
Given the weak economic conditions in Japan, J-REITs
have市場を支えるために政府の介入があっ
found it difficult to recapitalize and
機会から恩恵を受ける状況に好転していくでしょう。
日本では、
refinance their debt, although the government has stepped in to support the market.
たものの、経済状況が弱いため J-REIT の資本再編と借換えは困難でした。
The number of new IPOs has been very low since the downturn, with many markets experiencing
市場下落以降、新規
の件数はかなり減少しており、多くの市場では成長ではなく集約化が進ん
market consolidationIPO
rather
than growth. In Japan, several REITs have merged and delisted, and
the total number of J-REITs has
decreased
from 42 in June 2008 to 36 in October 2010,
with no
でいます。日本では、複数の
REIT
が合併することにより一部が上場廃止となり、2007
年以降は新
9 After a significant number of IPOs between June 2007 and June 2008,
new
listings
since
2007.
規上場もなかったため、J-REIT の銘柄数は 2008 年 6 月の 42 から 2010 年 10 月の 36 まで減少し
the number
of REITs in Australia has also consolidated, with the total number in October 2010
9
ました
6 月から
6 月までの間に著しい数の
on par 。オーストラリアでは、
with that from three2007
years年ago.
Hong2008
Kong年has
remained fairly stable,IPO
in が行われた
contrast to
後に再編があり、2010
年
10
月時点の銘柄数は
3
年前と同水準になっています。香港はかなり安定
Singapore where four REITs have listed since June 2008, including three in 2010.
している一方、シンガポールでは 2008 年 6 月以降に 4 銘柄の REIT が上場されており、そのうち 3
9
The number
listed J-REITs is 35 since the merger of Nippon Commercial Investment Corporation with United
銘柄は
2010 of
年に上場されました。
Urban Investment Corporation in December 2010.

9 上場 J-REIT の銘柄数は、2010 年 12 月に日本コマーシャル投資法人とユナイテッド・アーバン投資法人が合併したため 35
cfa institute
asia-pacific reits
©2011
銘柄になっ
ています。
©2011 CFA INSTITUTE
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このセクションでは、アジア太平洋地域の 4 大 REIT 市場であるオーストラリア、日本、シンガポール、
香港について包括的に振り返ります。また、今後の REIT 市場の発展が期待されるフィリピン、インド、
中国の現状も要約します。
ここでは、仕組みとガバナンス慣行という点から REIT に対する主な規制に注目します。法律や上場規
則で定められている業務諸規則（不動産資産の比率や税制面での要件、投資可能商品など）につい
ては補足 A をご参照ください。

オーストラリア
背景：オーストラリアの上場 REIT（A-REIT）は、1971 年にジェネラル・プロパティ・トラスト（General
Property Trust: GPT）が上場されたことに端を発しています。REIT 市場は当初、細々とスタートし
ましたが、2010 年 10 月現在の時価総額は 680 億米ドルと、米国市場に次ぐ世界第 2 位の REIT 市
場に発展しました 10。以前は上場プロパティ・トラスト（Listed Property Trust: LPTs）として知られて
いた REIT 市場は、開始当初は商品知識や REIT 商品に投資する利点について投資家の理解が浅かっ
たため、あまり人気がありませんでした。しかしながら、1990 年代初めに不動産市場が暴落したこ
とを受けて、その流動性の高さや分散効果、高い利回りなどにより上場プロパティ市場に対する投資
家の注目が高まりました。
A-REIT 市場は、国内の退職年金基金によって支えられています。1992 年に導入された当時、事業
主は従業員給与の 3％を基金に拠出することと定められていました。現在、この強制拠出率は従業
員給与の 9％に引き上げられており、2010 年 6 月現在の基金資産総額は 1 兆 2,000 億豪ドルと、
2009 年 6月と比べて14.1％増加しています 11。これら資産のかなりの部分が上場株式市場に流入して
おり、年金基金の資産が引き続き堅調に増加すれば、将来 A-REIT 市場はさらに拡大すると思われ
ます。
A-REIT セクターには、1990 年初めからいくつかのトレンドがみられました。
1990 年代全般の新規上場増加：1980 年代後半まで、オーストラリアの REIT セクターはかなり小規
模なものでした。1990 年代初めに不動産市場が暴落して初めて、投資家はより高い流動性とリスク
分散を求めるようになったため、REIT セクターは一つの資産クラスとして注目され始めました。セク
ター特化型の信託が登場したのはこの時期です。リテール用、商業用、産業用、ホテルなどの不動
産に特化した投資を行う REIT も多く上場されました。1999 年のピーク時には、オーストラリア証券
取引所（ASX）には 60 以上の信託が上場されていました。オーストラリア国内での投資機会が限ら
れてきたため、A-REIT が海外資産にも投資先を拡大し始めたのもこの時期です。
2000 年代初めの統合：2003 年から 2004 年にかけて頻繁に REIT の合併・買収が起こり、ウェスト
フィールド社（Westfield）が 3 銘柄の統合を行うなど大規模な合併が多く見られました。規模の大
きな REIT が、資産規模拡大に難航していた小規模な REIT を吸収するというのが主な潮流でした。
合併により、REIT の数は 2004 年には約 35 銘柄に減少しました。2004 年に実施されたウェストフィー
ルド・グループの合併が、
「オーストラリアの上場プロパティ・トラストという資産クラスに構造的な変
化をもたらす主なきっかけ」になったと考えられています 12。このセクター内の統合により新規市場参
入の余地が生まれたため、投資対象となる一連の REIT 商品がさらに誕生したのです。
2000 年代半ばの内部運用化：2003 年から 2004 年以降、オーストラリア市場ではステープル構造
が主流になりました。パッシブ運用からステープル構造への移行は、REIT が収益源を多様化させ、
より良い成長機会の獲得を志向したことによるものです。最初のステープル証券は、1988 年にオース
トラリア証券取引所に上場されたストックランド (Stockland) です。2010 年 10 月現在 ASX/S&P200
A-REIT インデックス構成銘柄の 58％がステープル証券です 13。
10 出所：2010 年 10 月付の FTSE EPRA/MAREIT Developed REIT Index
11 オーストラリア連邦諮問規制局（2010 年 6 月）:5「Quarterly Superannuation Performance」(www.apra.gov.au/Statistics/
loader.cfm?csModule=security/getfile&PageID=26180)
12 Simon Hedger『Listed Property Sector- Has Been or Hot Property?』Portfolio Construction Journal, Vol3, No2
(Summer2006/07):27-30(http://portfolioconstruction.com.au/obj/articles/pcj_v3i2_principal.pdf)
13 オーストラリア証券取引所から取得したデータ。www.asx.com.au
WWW.CFAINSTITUTE.ORG
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2000 年代半ばから後半のレバレッジ上昇期：市場が暴落するまで、REIT のレバレッジは着実に上昇
しました。既存スキームの商品でもレバレッジは上昇しましたが、より洗練された債務構造を採用し
たこともレバレッジ上昇に寄与しました。信用市場の崩壊で多くの
REIT increasing
は、各種債務の借り換えが
Increased
gearing in mid- to late 2000s. REITs had been steadily
their gearing up
難しくなりました。
until
the market crash. This increase was accomplished through existing vehicles and the adoption
of more sophisticated debt structures. The credit market crash made it difficult for many REITs
2008
年から debt
2009tranches.
年にかけての市場暴落と資本再編：2008 年初めに、多くの REIT で資本政策に
to
refinance
関する意思決定に変化がみられました。高い負債比率、信用市場における資金調達難、資産価値の
Market
crash and recapitalization
in 2008–2009. A turnaround in the capital management
低下などにより、多くの
REIT は資産売却や自己資本の拡充による負債比率の引き下げを余儀なくさ
decisions of many REITs occurred within the sector beginning in 2008. Highly geared balance
れました。多くの REIT が 2008 年下期から 2009 年にかけて自己資本を調達し、将来の成長に備え
sheets, an illiquid credit market, and asset devaluations forced many REITs to lower their debt ratios
ました。 asset sales and/or equity raisings. A larger number of REITs raised equity in the second
through

half of calendar year 2008 and into 2009, thus better positioning themselves for future growth.
2009 年から 2010 年の企業再編：責任主体である運用管理会社やスポンサーが不動産運用管理体
制を再考したことにより、いくつかの信託はその運用業務を第三者に移転、または内部運用に切り替
Corporate
restructuring in 2009–2010. The management of several trusts was either
transferred
to third parties or internalized as
the responsible
entities and sponsors were rethinking
えました。例えば、マッコーリー・グループ
（Macquarie
Group）は、上場信託のうちの
1 社を内部
their
real estate platforms.
For example, Macquarie Group internalized the management of one
運用に切り替え、他の
3 社の経営権を売却しました。
of its listed trusts and sold the management rights to three others.
仕組み：オーストラリアには 2 つの一般的な REIT 構造が存在しますが、両方ともクローズド・エンド
Structure.
There are two common REIT structures in Australia, both of which are based on a
型ユニット・トラストの形式をとっています。
closed-end unit trust:
◆ 単独のユニット・トラストとして、外部運用されるもの（セクション 2 で説明）
• Standalone unit trust, which is externally managed (described in Section 2), and
•◆ ステープル証券として、内部運用されるもの
The stapled security, which is internally managed.
世界では外部運用が
REIT の典型的な運用構造ですが、オーストラリアではステープル証券など内部
Although
externally managed
REITs have been the typical management structure, there is a trend
運用構造が増加する傾向にあります。セクション
2 で説明したように、ステープル証券における運用
in
Australia toward internal management structures
that include stapled securities. As mentioned
in
Section
2,
management
services
in
stapled
securities
are carried out
by6an参照）
internal
management
サービスは信託に「ホッチキス止めされた」内部運用会社が行います
（図
。この信託が引き
company
that
is
“stapled”
to
the
trust
(see
Figure
6).
The
trust
continues
to
hold
the
assets, but
続き資産を保有しますが、運用会社は信託形式では禁止されている不動産開発やファンド運用を行う
the company is able to carry out property development and funds management, which are
ことができます。この信託と運用会社は証券取引所に一つの会社（投資信託）として上場・取引され
prohibited within the trust structure. The trust and the company are listed and traded on the stock
ており、投資家はステープル証券を購入することにより運用会社が支払う配当と信託が支払う分配金
exchange
as one entity, and investors buy shares in the stapled security, which entitles them to any
を受け取る権利を取得します。
dividends
paid by the company and any distributions paid by the trust.

Figure
6. Diagram of a Stapled Structure
図
6. ステープル構造の図
Listed Stapled REIT
上場ステープル
REIT

Stapled
Securities
ステープル証券

Units
受益証券

Shares
株式

ABCTrust
信託
ABC

ABC
Funds Management
ABC
ファンド・マネジメント
(company)
（会社）

Assets
不動産

Asset Management
資産運用 and
Development
と開発

Source:
Information from the Australian
出典：オーストラリア証券取引所、2010
年 Securities Exchange, 2010.

All fees are internalized in this structure because the company bears all the management and
運用会社が信託にかかる運用報酬や間接費をすべて負担するため、この仕組みではすべての手数料
overhead
costs of the trust. As investors have a beneficial interest in the company and the trust,
が内部化されます。投資家は運用会社および信託に対する受益権を有するため、外部手数料の仕組
an
external fee structure is no longer as important.
みはもはや重要ではなくなります。
From the point of view of investors, an externally managed REIT gives pure exposure to real estate
assets
and the underlying rental income.
By contrast, the stapled security provides exposure to
投資家の観点から言えば、外部運用
REIT は不動産と賃料収入に対する純粋なエクスポージャーを提
property
development,
management,
and
other real estate related activities.
供します。一方でステープル証券は、不動産開発や運用、その他不動産関連事業に対するエクスポー
ジャーを提供します。
©2011 CFA INSTITUTE
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規制の枠組み
適用法規と監督機関：A-REIT は、2001 年会社法（以下「会社法」
）によって規制される管理投資ス
キーム（managed investment schemes: MIS）であり、オーストラリア証券投資委員会（Australian
Securities and Investments Commission: ASIC）が監督しています。管理投資スキームに関する会
社法第 5C 章は、A-REIT を含むあらゆる管理投資スキームの登録と継続的な規制について規定して
います。A-REIT はまた、オーストラリア証券取引所上場規則ならびに信託法の対象でもあります。
A-REIT がパス・スルー課税やその他税制優遇措置において適格であるためには、1936 年所得税法
（ITAA1936）第 3 編第 6C 節にある一般信託条項等のオーストラリア税法に定められている一定の
要件を満たす必要があります。
オーストラリアには、REIT を規定する個別の法制度は存在しません。
1998 年管理投資法（the Managed Investments Act : MIA）の導入：1998 年まで、管理投資スキー
ムは所定の投資制度として二当事者制度（香港やシンガポールと同様）を採用していました。この制
度では伝統的な信託形式と同様に（セクション 2 を参照）、運用会社と受託会社がそれぞれ置かれて
いました。この二当事者制度に関する条項を削除するため会社法（2001 年に改正）に第 5C 章とし
て挿入される形で誕生した管理投資法は、単一の責任主体（responsible entity: RE）が受託会社と
運用会社の両方の機能を果たすという新たな管理投資スキームを導入しました。
この新しい法律の目的は、従来の二当事者制度ではいくぶん曖昧だった投資家保護を強化し、投資
家に対する最終的な説明責任を明確にすることでした。
この変化のきっかけは、主に 1980 年代と 1990 年代に起こった業界の成長とその後の商業用不動
産市場の暴落であり、これは管理投資スキームに関する規制に欠陥があることを明らかにしました。
1980 年代の金融市場における規制緩和や 1992 年の退職年金基金制度の導入により、市場の成長
が加速しました。
2001 年会社法の主な規制内容：以下に、A-REIT に適用される 2001 年会社法に基づく主な規制内
容を概説します 14。
1. 登録：すべての A-REIT は、管理投資スキームとして証券投資委員会に登録されなければなりま
せん。登録には、以下の要件を満たす必要があります。
a. 責任主体
責任主体（RE）である運用管理会社は、オーストラリアの公開企業で金融サービス免許を保
有しなければなりません。運用管理会社はスキームを運営し、スキームの規約によって定めら
れた義務を履行します。運用管理会社はスキームに信託設定された不動産を受益証券保有者
のために保有する責任を負います。したがって、運用会社と受託会社の両者の役割を果たし
ます。運用管理会社は受益証券保有者のために資産を管理するエージェント（カストディアン）
を選任することができますが、最終的な責任は運用管理会社にあります。
b. 規約
規約は運用管理会社の権限を含むスキームの規則を定めます。規約は証券投資委員会に提出
されなければなりません。規約の変更は、受益証券保有者の特別決議、または規約の変更
が受益証券保有者の権利に悪影響を与えないと運用管理会社が合理的に判断した場合は運
用管理会社の判断で、実施することができます。
c. コンプライアンス計画
コンプライアンス計画も、上記規約と併せて証券投資委員会に提出されます。この計画では、
運用管理会社がスキームを運営する上で会社法やスキームの規約を遵守するためにとるべき
適切な措置をまとめています。運用管理会社のすべての取締役が計画に署名し、毎年外部監
査人の監査を受けなければなりません。

14 2001 年オーストラリア会社法を参照 (http://scaleplus.law.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/0/
618AABD8E453AE27CA256F72000C6CC1?OpenDocument).
WWW.CFAINSTITUTE.ORG
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2. ガバナンス：会社法には、すべての REIT が遵守しなければならない具体的なガバナンス基準が
定められており、以下に挙げる項目があります。
a. 取締役会／コンプライアンス委員会
運用管理会社の取締役会に占める外部取締役の比率が 50％未満の場合、コンプライアンス
委員会を設置しなければなりません。委員会には少なくとも 3 名以上が必要で、その過半数
は外部委員でなければなりません。コンプライアンス委員会には、運用管理会社自体および
スキームのコンプライアンス計画の遵守状況を監視することが求められます。
b. 議決権
受益証券保有者には、受益証券保有者総会を招集する権利と、少なくとも議決権の 5％また
は 100 名の同意があれば議案を提起する権利があります。また、運用管理会社に総会の招
集を求めることや、費用の自己負担で自ら総会を招集することもできます。普通決議は単純多
数により可決されますが、特別決議は委任状を含む出席者の 75％以上により可決されます。
また、受益証券保有者には普通決議で運用管理会社を解任する権利があります。上場スキー
ムの場合、運用管理会社は決議に参加することができます。ただし、受益証券保有者は運用
管理会社の取締役の選任・解任に関する議決権を有しません。
c. 年次総会
会社法上、登録された管理投資スキームが定期的に年次総会を開かなければならないとの規
定はありません。
d. 関連当事者取引
管理投資スキーム所有の不動産から発生する経済的利益、あるいは当該不動産を犠牲にして
得られるような経済的利益を、運用管理会社やその関連当事者に与える取引には、受益証券
保有者による承認が必要です。会社法セクション 299 では、関連当事者との資産売買、サー
ビスの提供または享受など「経済的利益を与える」例を記載しています。関連当事者や関係
者は、関連当事者取引を承諾する決議に参加してはなりません。
運用管理会社とその関係者が受益証券保有者としてではない何らかの機能において決議に利
害を有する場合には、決議に参加できません（セクション 253E）
。ただし前述のように、この
規則は上場管理投資スキームの運用管理会社を解任する決議には適用されません。
e. 開示—募集書面
IPO によって個人投資家向けに REIT 証券を発行する場合、運用管理会社は金融商品開示書
（Product Disclosure Statement: PDS）を発行しなければなりません。この PDS は、手数料
体系などの内容に関して会社法に準拠して作成されなければなりません。会社法ではまた、明
確かつ簡潔で効率的な PDS の作成を求めています。さらに、予想や過去の財務情報に関して
も規則を定めています。運用管理会社がステープル構造の場合、PDS と目論見書にかかる規
制をどちらも遵守しなければならず、これら 2 つの文書を１つにまとめて発行することが可能
です。また、この PDS ／目論見書を証券投資委員会に登録しなければなりません。
f. 定期報告
会社法とオーストラリア証券取引所上場規則に基づき、運用管理会社は年次および半期報告
書を作成し、証券投資委員会とオーストラリア証券取引所に提出する必要があります。
3. 買収：1999 年に企業買収にかかる法律が上場信託に拡大適用されました（2000 年施行）。以下
の 2 点が主な規制内容です。
a. 20%の取得制限
いかなる人／企業も正式な株式公開買い付けや投資家の承認なく、REIT に対する 20％以上
の持分を取得することはできません。
b. 大量保有にかかる開示
REIT の 5％以上を保有する投資家は、市場に対してその持分を開示しなければなりません。
また、企業またはスキームの持分を大量保有する場合には、保有比率が 1％以上変動すれば
開示対象となります（セクション 671B）
。
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オーストラリア証券取引所上場規則の内容：REIT がオーストラリア証券取引所に上場されている場合、
様々な上場規則を遵守しなければなりません 15。
以下は REIT に適用される主な規則です。
1. 一般的なコーポレート・ガバナンス規則
オーストラリア証券取引所コーポレート・ガバナンス評議会は、改訂版コーポレート・ガバナンス
原則と推奨を 2010 年に公表しましたが、これらはオーストラリア証券取引所に上場されているす
べての企業等に適用されます 16。この原則と推奨は、取締役会の構成（取締役の独立性を含む）
、
取締役会内の委員会、継続開示、内部統制を網羅しています。推奨は義務ではなく、
「従わない
ならその理由を示せ」という開示アプローチをとっています 17。企業にはベスト・プラクティスの推
奨に従い、アニュアル・レポートにその遵守状況を明記することが求められます。この推奨のい
ずれかに従わない場合、企業はその推奨の内容と、従わない理由を明記しなければなりません。
2. 希薄化防止
オーストラリア証券取引所上場規則の第 7 章では、上場企業と上場信託は、受益証券保有者の
承諾なく12 ヶ月以内に 15％以上の証券を発行することはできないと定めています。
3. 関連当事者取引
いかなる企業等も受益証券保有者の承諾なく関連当事者あるいは利害当事者または関係者に対し
て、またそうした関連当事者等から、相当な資産を処分または取得することはできません。資産
価額が証券取引所に提出した最新の報告書における企業等の純資産価値の 5％を超過する場合、
資産は「相当」であるとみなされます（第 10 章）
。
4. 継続開示
オーストラリア証券取引所上場規則の第 3 章によれば、信託を含む上場企業等は、株価に重大
な影響を及ぼす可能性のある価格感応度の高い情報を、すべて即時開示しなければならないこ
とになっています。
5. 運用契約
REIT と運用会社との間で運用契約が締結されます。この契約には運用会社が資産を運用する上
で遵守すべき条件が定められています。オーストラリア証券取引所は、投資家が運用契約につい
て質の高い開示情報を入手し、それに基づき判断を下すことができるようにしています。また、上
場企業等が IPO 関連の書類に運用契約をわかりやすく要約したものを掲載し、投資家が契約書
全体を入手できるようにすることをオーストラリア証券取引所は推奨しています。
共同所有資産に対する先取権条項など、支配権の変更にかかる条項については明確に記載し、
すべて開示しなければなりません。また、運用契約の重要な変更には受益証券保有者の承認が
必要です。
REIT の特徴
1. レバレッジ
REIT の借入れ水準について制約はありません。A-REIT の支配権を外国企業等が有する場合、
または REIT が外国企業等の支配権を有する場合にのみ制約が課せられます。
2. 分配金
REIT が受益証券保有者に分配できる額についての規定はありません。配当性向を高く維持する
REIT には税制上大きな利益があります。信託形式の主な利点は、信託で発生した利益が受益証
券保有者に分配され、信託の純利益に対する各受益証券保有者の持分に対して一度だけ課税さ
れるということです。受託会社（運用管理会社）には課税されません。信託が利益の 100％未満
を分配することを選択した場合、受益証券保有者に分配されず課税されない部分に関しては受託
15 2001 年オーストラリア会社法をご参照ください。
（http://scaleplus.law.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/0/618AABD8E
453AE27CA256F72000C6CC1?OpenDocument)
16 ASX コーポレート・ガバナンス評議会『ASX コーポレート・ガバナンス原則と推奨、2010 年改訂版』第 2 編、オーストラリ
ア証券取引所（2007 年 8 月）
。www.asx.com.au/about/pdf/cg_principles_recommendations_with_2010_amendments.
pdf
17 このアプローチは、香港やシンガポールで用いられている「遵守し説明せよ」というアプローチと整合的です。
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会社に課税されます。この受託会社に適用される税率は、最高限界税率である 46.5％です（1936
年 ITAA セクション 97）。

日本
背景：一般に J-REIT と呼ばれる日本の REIT 市場はまだかなり歴史の浅い市場です。正式に導入され
たのは 2000 年 11 月です。
2000 年 5 月、証券投資のための合同運用スキームを規制するために制定された旧「証券投資信託
及び証券投資法人に関する法律」が改正され、名称も新たに現行の「投資信託及び投資法人に関す
る法律（投資信託法）」として制定されました。改正法は、証券以外の不動産にまで投資信託および
投資法人の運用対象を拡大しました。それまでも不動産投資は
（投資ファンドを通じて）
可能でしたが、
改正法では投資信託や投資法人を通じるなど不動産投資の新たな仕組みが認められました 18。
新設 J-REIT 市場への最初の上場は 2001 年 9 月 10 日、東京証券取引所（東証）が市場で取引さ
れる REIT の上場制度を創設した 19 後でした。立ち上がりこそ極めて鈍かったものの、2007 年まで
に上場数は 42 銘柄に拡大しました。そのうち、41 銘柄が東証に、1 銘柄がジャスダック証券取引所
（JASDAQ）に上場されました。J-REIT 全体の時価総額は、2007 年 5 月のピーク時に 6.8 兆円でし
た。J-REIT 市場の拡大に貢献した主な要因には、J-REIT の売却および配当にかかる税制改正、東
証 REIT 指数の設定と公表、MSCI インデックスへの J-REIT 2 銘柄の採用、およびファンド・オブ・ファ
ンズによる J-REIT への投資を認めた規制緩和などがあります 20。
仕組み：日本における REIT の仕組みには契約型投資信託と投資法人（会社型投資信託）の 2 種類
があります。現実には、より良いガバナンス構造を有することと、東証の上場基準を満たす理由から、
すべての上場 J-REIT が投資法人です。投資法人は、J-REIT の場合には特別目的会社であり、不動
産を所有し管理することを目的として設立されます。形式的には投資法人が不動産物件を所有し管理
する責務を負いますが、実質的には管理機能を第三者に委託していますので、投資法人は債券発行、
資金借り入れ、投資証券の新規発行に専念することができます。
投資法人の主な機能は資産の保有であり、保管や一般業務とともに資産運用を第三者に委託するこ
とを求められています。従って、J-REIT の実際の資産運用は資産運用会社が遂行していますが、資
産運用会社が上場会社である必要はありません。
図 6 は、上場 J-REIT の投資法人の仕組みを説明しています。

規制の枠組み
適用法規と監督機関： 現在の J-REIT の登場を可能としたのは 2000 年の投資信託法であり、この法
律が J-REIT を規制する基本法規となります。
投資信託法以外で J-REIT に関する別の重要な法規制は、金融商品取引法（金商法）であり、特に
J-REIT の資産運用会社を規制しています。同法によれば、資産運用会社は、少なくとも 6 ヶ月毎に
運用報告書を作成して公表する義務があります 21。
現在、すべての J-REIT が東証に上場されていますが、他の国内取引所で重複して上場されるケースも
あります。東証上場基準の一つとして、東証に上場する投資法人の資産運用を委託される資産運用
会社は日本投資信託協会（投信協会）の会員でなければなりません。したがって、東証に上場されて
いる J-REIT の資産運用会社は、東証上場規則に基づいて自主団体である投信協会の規制を遵守す
る義務があります。投信協会の自主規制の対象となる分野には、不動産の価値評価、ファンドの純
資産価額の標準的な価格計算、利益分配に関する計算方法が含まれます。

18 詳細は「投資信託及び投資法人に関する法律」を参照。英語訳は www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/ を参照。
19 東京証券取引所の 2010 年 3 月付上場規則参照。英語訳は www.tse.or.jp/english/rules/regulations/securities.pdf を参照。
20 岩佐浩人「J-REIT におけるインデックス運用増加とその影響」ニッセイ基礎研究所、金融研究部門（2006 年 12 月 25 日、
英語版は 2007 年 1 月 31日）
21 金商法の英語訳は www.fsa.go.jp/en/news/2008/20080627-4/02.pdf
©2011 CFA INSTITUTE
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図
7. 上場
J-REIT の投資法人の仕組み
Figure
7. Investment
Corporation Structure for Listed J-REITs
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virtue of the TSE listing rules. Areas that fall under the scope of regulation by the ITA include real
J-REIT
の監督官庁は金融庁
estate valuation,
standard （FSA）です。投資法人はあらゆる投資行動を始める前に、金融庁に登
price calculation of the net asset value of the fund, and calculation
録しなければなりません。
methods regarding distributable earnings.
The principal regulator of the J-REIT is Japan’s Financial Services Agency (the FSA). Investment
投資信託法の主な規制内容：ガバナンス
corporations must be registered with the FSA before commencing any investment activity.
1. 役員会

Key requirements under the ITL: Governance

投資法人には役員会があり、資産運用および投資パフォーマンスの監視および投資主総会の運
1. 営などガバナンスの責務を負います。J-REIT
Board
の役員会は、一人以上の執行役員と二人以上の監
督役員を置かなければなりません。執行役員は他の上場会社における業務執行取締役と同様に、
Investment corporations have boards of directors that are responsible for governance duties,
such as monitoring asset management and investment performance, as well as conducting
投資法人の日常業務を執行します。役員会は、執行役員の職務の執行を監督し各種監査機能を
unitholder meetings. The board of directors of a J-REIT must have at least one executive
遂行する監督役員も置かなければなりません。
director and two supervisory directors. Executive directors are similar to the executive
監督役員と執行役員は、いずれも投資主総会で選任されます。さらに、投資法人は、公認会計
directors at other listed companies in that they conduct the daily operations of the investment
corporation. The board must also have supervisory directors that supervise the execution of
士あるいは監査法人を独立会計監査人として置かなければなりません。
duties of the executive directors and perform a variety of auditing functions.
2. 議決権
Both the supervisory directors and executive directors are selected at a general unitholders’
投資主は投資主総会における議決権を有し、各投資主は投資口一口あたり一議決権を有します。
meeting. In addition, investment corporations must also have independent auditors who are
投資主が影響を与えることができる主な意思決定は以下のとおりです。
certified public accountants or auditing firms.
投資主総会の決議による執行役員、監督役員、会計監査人の選任および解任
2. • Voting

have the right to vote at general unitholders’ meetings, and each investor has
• Unitholders
資産運用会社の選任および解任
one voting right per unit. Major relevant decisions that unitholders can influence include:
• 投資主総会の決議により設立した後の投資法人の定款の変更
• Appointment and removal of corporate officers, supervisory officers, and accounting
auditors by resolution at an investors’ meeting.

www.cfainstitute.org
WWW.CFAINSTITUTE.ORG
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3. 投資主総会
上場会社とは異なり、J-REIT は一年に一回以上の投資主総会を開催することを義務づけられては
いません。投資主総会の開催頻度に関する規制はありませんが、執行役員の任期が最長 2 年で
あるため、少なくとも二年に一度は開催しなければなりません。
4. 合併
J-REIT が別の投資法人と合併することは一般的に可能で、投資主総会の特別決議を必要としま
す。特別決議とは、発行済み投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資
主の投資口の三分の二以上が賛成する圧倒的多数による決議です。
5. 関連当事者取引
監督当局はもちろん、資産運用会社および投資法人においてはある程度、関連当事者取引の問
題を真剣に受け止めてきました。多くの資産運用会社は、関連当事者取引に関する独自の行為基
準を作成しています。
例えば、投資信託法は、登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ない取引を除き、登
録投資法人が執行役員、監督役員、あるいは委託している資産運用会社と取引を行ってはならな
いと定めています。対象となる取引の詳細は同法に記載されていますが、有価証券の取得または
譲渡および不動産の管理の委託などが含まれます。
J-REIT は、REIT スポンサーとの取引明細を報告する義務があります。特に、関連当事者との売
買取引については、J-REIT は、価格、日付、売買理由、および価格が公正かつ合理的であると
判断する理由を開示しなければなりません。一般的に、
J-REIT の資産を運用する資産運用会社も、
関連当事者取引の情報を開示する義務があります。
関連当事者取引に対して、独立した投資主の承認も REIT の役員会の承認も必要とされていま
せん。
6. ディスクロージャー
J-REIT に求められるディスクロージャーは、投資会社や上場会社の株式に適用される規制と同じ
です。東証の上場規則は、上場 REIT の発行者、すなわち投資法人が、上場投資証券、証券の
発行者、運用資産額に関する情報を適時に開示することを定めています。下記を含め、J-REIT
に求められる主な開示規制は、金商法、投資信託法、および東証上場規則に定められています。
•

投資口の募集、併合、分割の決定など重要事実に関する J-REIT の迅速な開示

•

資産運用会社による投資資産の譲渡や取得に関する適時開示

•

関連当事者取引など個別重要事項の詳細な報告義務（投資信託法に定める）

•

金商法に基づく継続的な開示規制として証券報告書の定期的な作成

7. 投資口の追加発行
J-REIT は、投資信託法の規定に従い、役員会の承認を受ければ、あらゆる方法および適切とみ
なす条件で、投資口を追加発行することができます。投資主の承認は必要ありません。
既存の投資主は、どんな場合でも募集される投資口を購入する優先権を有することはありません。
いかなる投資口の募集も既存の投資主の投資価値を希薄化させます。

©2011 CFA INSTITUTE
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REIT の特徴
1. レバレッジ
借入れ制限はありません。
2. 配当支払い
REIT が法人税の免除を受けるためには、配当可能利益の 90％以上を配当として支払わなければ
なりません 22。

シンガポール
背景：1999 年、シンガポール通貨庁（Monetary Authority of Singapore: MAS）は、シンガポール
REIT（以下「S-REIT」）を規制するための最初の規則を導入しました。そして、3 年後には、S-REIT
第一号のキャピタモール・トラスト（CapitaMall Trust）が上場されました。続く 5 年の間に、S-REIT
は急速に成長し、計 20 銘柄の S-REIT がシンガポール取引所（SGX）メインボードに上場され取引
されるに至りました。
しかしながら、グローバル金融危機の影響により、2008 年から 2009 年には市場が完全に機能停
止に陥りました。市場が回復し始めたのは 2010 年で、3 銘柄の S-REIT が上場されました 23。
この 10 年に満たない間に、S-REIT の規制は幾度も変更されました。たとえば 2002 年には、通貨
庁の不動産ファンド指針（Guideline for Property Funds）の内容が、集団投資スキーム規則（Code
of Collective Investment Schemes, 以下「規則」という）の中に取り込まれ、以降、この規則が
S-REIT の主な規制となりました。
2005 年には、通貨庁が S-REIT に係る規制の枠組みを強化する協議文書を公表しました。この協議
文書により S-REIT 運用会社の参入条件が厳格化されました。また関連当事者取引に適用される規制
も強化され、評価査定基準も修正されました。同時に、この修正により S-REIT は、より柔軟に資本
構成を管理することや、海外物件の取得を促進することができるようにもなりました。
さらに、2005 年にさまざまな政府機関によりいくつかの規制および税制措置が導入されたことが、
S-REIT 市場の成長に寄与しました。上場 S-REIT へ不動産を譲渡する際に課されていた 3％の税金
が免除されたのもその一例です。
2007 年 9 月には、通貨庁が再度規則改正を行い、ディスクロージャー規制や投資可能商品、その
他の規制内容で改善が図られました。
2009 年 1 月に開催された別の協議に対応して規則改正が行われ、すべての S-REIT に年次総会
（AGM）の開催が義務付けられました。2010 年 5 月には、通貨庁が集団投資スキーム法の改正を
提案しましたが、その目的は透明性の向上と運用会社のファンド運用における柔軟性を高めること、
さらには投資家保護を向上させることでした 24。
こうした規制変更が目指したのは、いずれも S-REIT 市場を活性化させるだけでなく、S-REIT の受益
証券保有者を保護するため規制を強化することでした。
仕組み：シンガポールの規制では、S-REIT は会社型、信託型、いずれの形式でも設定が可能です。現状、
税制上の取り扱いが異なるため、すべての REIT が信託型のユニット・トラスト形式で上場されていま
す。したがって、S-REIT はシンガポール取引所の上場基準を満たす必要があります。特に、最低資
産額を 3 億シンガポール・ドルとし、少なくとも 500 名の一般保有者が受益証券の 25％を保有しな
ければなりません。
図 8 のように、S-REIT はクローズド・エンド型で外部の運用会社が運用します。

22 Ernst & Young, “Global Real Estate Investment Trust Report 2010: Against All Odds,” (2010):49 (www.ey.com/Publication/
vwLUAssets/Global-REIT-report-2010-Against-all-odds/ $FILE/Global_REIT_report_2010_Against_all_odds.pdf)
23 Cache Logistics Trust（20010 年 4 月）
、Mapletree Industrial Trust（2010 年 10 月）
、SABANA REIT（2010 年 11 月）
24 集団投資スキーム規則の改正案に関する協議に関する通貨庁プレスリリースを参照（2010 年 5 月17 日）www.mas.gov.sg/
resource/publications/consult_papers/2010/CIS_Code_Consultation_17_May_2010.pdf
WWW.CFAINSTITUTE.ORG
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Figure
8. Typical Structure
for Listed S-REITs
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Regulatory Framework
規制の枠組み
Governing laws and通貨庁が監督機関として、S-REIT
regulatory body. The MAS isを含むシンガポール取引所上場のすべての
the regulatory body overseeing all the
適用法規と監督機関：
collective schemes listed at the SGX, including S-REITs. Because all S-REITs are listed, they must
集団投資スキームを監視します。S-REIT はすべて上場されているため、上場規則も遵守しなければ
also comply with the Singapore Listing Rules. The main laws/rules governing S-REITs are (1) the
なりません。S-REIT
に関する主な法規則は、(1)
Code onand
Collective
MAS Code on Collective
Schemes (last updated通貨庁集団スキーム規則
11 November 2009), (2)（MAS
the Securities
Futures
Schemes、最終更新日
2009Companies
年 11 月 11Act.
日）
、(2) 証券先物法（Securities and Futures Act）
、(3)
Act, and (3) the Singapore
会社法（Singapore Companies Act）です。
Key requirements under the Code. 25 The MAS guide for S-REITs is the Code on Collective
25
規則の主な内容
：S-REIT
に対する通貨庁指針は集団投資スキーム規則であり、支配的な受益証券
Investment Schemes,
a nonstatutory
code that defines and stipulates duties and responsibilities
of
controlling
unitholders,
trustees,
managers,
and advisers. The Code also stipulates the other
保有者、受託会社、運用会社、運用助言者の義務と責任を定義し規定していますが、国の法律では
regulatory
and
governance
terms
for
S-REITs.
ありません。同規則は S-REIT に関するその他の規制およびガバナンスの条件も定めています。
1. REIT requirements
1. REIT に関する規制内容
a. Manager
a. 運用会社
The manager has to be a corporation with a physical office in Singapore, a local CEO,
運用会社は、シンガポールに実際の事務所と現地 CEO、少なくとも 2 名の正規の専門職員を
and at least two full-time professional employees. The manager has to have at least five
擁している会社でなければなりません。運用会社は不動産運用に最低 5 年の業歴を有し、運
years of experience in managing property, and employees of the manager must have at
用会社の職員は当該分野において少なくとも
5 年の経験を有していなければなりません。運
least five years of relevant experience. The
manager must also abide by the Code of
用会社は該当する場合、上場企業に関するコーポレート・ガバナンス法も遵守する必要があり
Corporate Governance, where applicable, in regards to listed companies.26
ます 26。
b. Adviser
b. 運用助言者
The adviser need not be independent of the manager and may act as an agent seeking
運用助言者は運用会社から独立している必要はなく、REIT
investment opportunities for the REIT or as an agent inのために投資機会を追求する代
managing the property fund’s
理人または資産ファンドの不動産を運用する代理人の機能を果たすことができます。運用助
real estate assets. The adviser must be approved by the trustee and have at least five years
言者は、受託会社の承認を受け、不動産投資や助言に関して少なくとも
5 年の経験を有して
of experience investing or advising on real estate assets.
いる必要があります。

25 Please refer to the MAS Code on Collective Investment Schemes (last updated 11 November 2009) at
www.mas.gov.sg/resource/legislation_guidelines/securities_futures/sub_legislation/CIS_Code_
11_Nov_2009.pdf.
26 MAS, Section 8.5, in Securities and Futures Act (CAP. 289): Guidelines on Criteria for the Grant of a Capital Markets
25 参照文献：通貨庁集団投資スキーム法（2009 年 11 月11日最終更新日）www.mas.gov.sg/resource/legislation_
Services Licence and Representative’s Licence (1 October 2002, updated 14 May 2010):11 (www.mas.gov.sg/resource/
guidelines/securities_futures/sub_legislation/CIS_Code_11_Nov_2009_pdf
legislation_guidelines/securities_futures/sub_legislation/Licensing_Guidelines_may_2010.pdf).

26 通貨庁証券先物法（Securities and Futures Act 第 289 条）セクション 8.5：資本市場サービス免許と代理店免許の付
与における基準についてのガイドライン（Guidelines on Criteria for the Grant of a Capital Markets Services Licence and
Representative's License）2002 年 10 月1日、更新日 2010 年月14 日）
：11（www.mas.gov.sg/resource/legislation_
cfa institute
asia-pacific reits
©2011
guidelines/securities_futures/sub_legislation/Licensing_Guidelines_may_2010_pdf）
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c. 受託会社
規則によれば、受託会社は善管注意義務を払って受益証券保有者の権利と利益を保護するな
ど、その機能と責務を果たさなければならないとされています。
d. 信託約款
信託約款には、運用会社の解任に関する手続きや年次総会の諸条件、特別総会（EGM）の
召集について記載しなければなりません。
e. 鑑定評価
公認されている経験豊富な鑑定士が、最低毎年ポートフォリオの各不動産を詳細に評価しな
ければなりません。鑑定士は、その他継続中の商取引がある場合には受託会社に開示しなけ
ればなりません。また、2 年以上連続して同一不動産を評価することはできません。
複数の鑑定士による査定が異なる場合は、平均値を採用します。
2. REIT の特徴
a. 共同事業体（JV）
REIT が共同事業体として不動産に投資する場合、ファンドは当該不動産を自由に処分する権
限を有していなければなりません。また、JV 契約書や覚書、定款で既存受益証券保有者を
保護する条件を明示しなければなりません。そうした条件には、分配可能利益の最低分配率
や拒否権、紛争解決の方法が含まれます。
b. レバレッジ
総借入れの上限は、S-REIT の受託資産の 35％です。格付けを取得し開示する場合、この借
入上限は 60％まで引き上げられます。借入比率が 35％以上である限り、S-REIT には継続的
な格付け維持および開示が求められます。
c. 配当支払い
シンガポール国内の資産から発生する課税対象利益の 90％以上を毎年分配する必要があり
ます。分配されない課税対象利益には 17％の法人税が課されます。
d. 手数料体系
運用会社と運用助言者には運用報酬が支払われます。S-REIT 指針では、これら各報酬に関
する規則を定めています。
運用会社：運用会社の報酬の詳細は、運用会社の指名時に締結する運用契約に盛り込むこと
が可能です。この報酬に関する取り決めの有効期間は 5 年以内です。報酬は運用会社が提供
する商業サービスに明確に関連したものでなければなりません。取得および処分に係る手数
料等すべての手数料を開示する必要があります。
運用契約が早期解除に関する報酬条項を含んでいる場合、報酬額は契約残存期間の未収運
用報酬のうち基本報酬部分の合計額を超えてはならないとされています。詐欺や破産、過失
等正当な理由により契約を解除する場合、報酬支払義務はありません。受益証券保有者の
最善の利益にかなっていることが明示でき、かつ、運用会社を解任する受益証券保有者の権
利を著しく制限しない場合にのみ、その他の報酬条項を設定することができます。この場合、
通貨庁の事前承認が必要です 27。
運用助言者：指針では、運用助言者に対する手数料は市場実勢以上としてはならないと曖昧
ながら規定しています。

27 シンガポール通貨庁,「第 2.7 条：不動産ファンドに関するガイドライン」
、
補足 2「集団投資スキーム規則」
（2002 年 5 月12 日、
更新日 2009 年 11 月）
：43 (www.mas.gov.sg/resource/legislation_guidelines/securities_futures/sub_legislation/CIS_
Code_11_Nov_2009.pdf)
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3. ガバナンス
a. 総会
最新の改正で、年次総会を前回総会から 15 ヶ月以内に毎年開催することを S-REIT 指針は規
定しています 28。総会では、総利回り報告書を提示しなければなりません。総会では、監査人
を指名し、監査人の手数料と費用を決定します。
b. 議決権
年次総会とは別に、50 名以上の受益証券保有者、あるいは発行済受益証券の少なくとも
10％を有する者が書面で要求すれば総会を開催することができます。
c. 運用会社の指名と解任
S-REIT の運用会社は上場時に REIT と契約を締結することができます。その後、総会に出席
し投票した受益証券保有者の単純多数による決議で運用会社を解任することができます。
上場時に運用会社を解任する受益証券保有者の権利を著しく制限する取り決めを導入すべき
ではありません。上場後導入することも可能ですが、以下の要件を満たす必要があります。
•

総会に出席し投票した受益証券保有者の単純多数による普通決議で承認されること。運
用会社およびその関係者は決議に参加することができません。

•

取り決めが通常の商取引に基づくものかどうかについて、受託会社に任命された独立ファ
イナンシャル・アドバイザーによる意見を求めること。

d. 関連当事者取引（RPT）
S-REIT が関連当事者との資産売買を認められるのは、目論見書や募集案内書において以下
の項目を適切に開示した場合です。
•

関連当事者の特定と関係

•

取引対象資産の詳細

•

取引価格

•

評価査定の明細

•

現在および将来の賃料利回り

•

最低申込金額

•

その他関連事項

さらに、2 件の独立査定が必要です。2 件のうち、少なくとも１件は受託会社が独立して依頼
しなければなりません。取得価額は、2 件の査定のうち高い方の査定価格を超えてはいけま
せん。また、譲渡価格は 2 件の査定のうち低い方の査定価格を下回ってはいけません。受託
会社は関連当事者取引につき書面で約定確認を行う必要があります。
取引価額が不動産ファンドの純資産価額（NAV）の 5％を上回る場合、受益証券保有者の承
認が必要です。この場合、取引を直ちに開示した上で過半数以上の同意が必要です。関連当
事者は投票することができません。取引額が 3％未満の場合は、取引所に即時に発表するこ
とで足ります。
e. 開示—定期報告
各年度末に運用会社は監査済年次報告書を作成しなければなりません。報告書には当該年
度中に行ったすべての不動産取引を、取引価格や査定明細と共に記載しなければなりません。
また、不動産やファンドが保有しているその他の資産、また詳細なテナント情報についても、
金額やファンド規模全体に占める割合を表示しなければなりません。金融デリバティブ取引や
他の不動産ファンドへの投資、借入れ、繰延支払契約、運営費用、ファンドのパフォーマンス、
NAV（純資産価額）、各年度の期初と期末における上場ファンド価格も報告書に記載する必要
があります。

28 第一回年次総会は、設立から18 ヶ月以内に開催可能。
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f. 開示—募集文書
ファンドは募集文書で、分散リスクや高レバレッジ・リスク、評価査定リスク、流動性リスク
等不動産ファンドに係る具体的なリスクを開示しなければなりません。長期的な利回りを犠牲
にして短期的な利回りを高める取り決めに伴うリスクも詳細に開示しなければなりません。
g. 開示—運用契約
ファンドと運用会社間の報酬計算方法など、運用契約の条件と報酬に係るすべての条項を明
瞭かつ明確に開示する必要があります。運用会社が不動産取得手数料や売却手数料を課す
場合、運用会社へ支払われる手数料の詳細やファンドの期待追加収益、運用会社へ支払われ
る予想追加手数料も開示する必要があります。
4. 買収規則
S-REIT に係る買収や合併は買収・合併規則（買収規則）を遵守する必要があります。公開買付発動
条件は、
（１）当事者の一方が S-REIT の総受益証券の 30％以上を取得する場合、
（２）既に S-REIT
の総受益証券の 30％以上 50％以下を保有する当事者が 6 ヶ月間に S-REIT の総受益証券の 1％を
追加的に取得する場合です。

香港
背景：香港における REIT の枠組みは、香港の証券先物委員会（SFC）が公表した不動産投資信託規
則（the Code of Real Estate Investment Trusts、以下「REIT 規則」
）を基に 2003 年 8 月に創設さ
れました。香港の REIT（以下「HK-REIT」）は、法的な仕組み、運用会社および受託会社、ギアリン
グ（借入れ）、最低分配要件に関して厳しく規制されています。REIT 規則は 2005 年に改定され、海
外投資とギアリングに関する制約が緩和されるなど柔軟性が増しました。同時に、ガバナンスの強化
と開示規定も加えられました。
HK-REIT 市場の歴史は比較的浅く、2005 年 11 月にリンク・リート（Link REIT）が初めて香港証券
取引所（Hong Kong Stock Exchange）に上場されました。その 3 週間後に、プロスペリティ・リー
ト（Prosperity REIT）と GZI リート（GZI REIT）の 2 銘柄が上場され、2007 年までに 7 銘柄が上
場を果たしました。その後、フォーチュン・リート（Fortune REIT）が、2003 年にまずシンガポー
ルで上場された後に 2010 年に香港で上場されました。それ以外に香港市場で新規上場はありませ
ん。2010 年 10 月時点で香港市場に上場されていた REIT は全 8 銘柄で（上場廃止予定で売買停止
中の 1 銘柄を含む）、市場規模は 95 億米ドル、アジア太平洋地域で４番目に大きい市場となってい
ます 29。
仕組み：すべての HK-REIT は信託形式で、香港証券取引所に上場されなければなりません（図 9 参
照）。信託はクローズド・エンド型投資信託で、内部運用または外部運用どちらも可能です（香港市場
で内部運用を行っているのはリンク・リートのみ）
。
HK-REIT は REIT の完全子会社として資産の保有のみを目的として設立される特別目的事業体（SPV）
を通じて不動産に投資することが認められています。SPV を通じて不動産を所有すれば、税率を低く
抑えることができるという利点があります。SPV から REIT へ支払われる税引き後の分配金は、受益
証券保有者への最終的な分配金と同様に非課税となります。

規制の枠組み
適用法規と監督機関：HK-REIT は、REIT 規則および証券先物委員会によって規制されています。
また、香港証券取引所（HKEx）のメインボード上場規則（Main Board Listing Rules）
、信託に関す
る一般法、その他あらゆる適用税法（香港内国歳入条例（Inland Revenue Ordinance）、印紙税条
例（Stamp Duty Ordinance）など）にも従います。

29 FTSE EPRA/NAREIT Developed REIT Index, October 2010 のデータによる。
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Regulatory Framework
REIT 規則の主な規制内容 30：すべての HK-REIT は証券先物委員会により REIT として承認されなけれ
Governing laws and regulatory body. HK-REITs are regulated by the Code on Real Estate
ばなりません。承認を受けるには、以下に記載する一定の要件を満し、一定の特徴を備えている必
Investment Trusts (the REIT Code) and by the SFC. They are also subject to the Hong Kong Stock
要があります。
Exchange (HKEx) Main Board Listing Rules, as well as the general law of trusts and any applicable

taxation laws (Inland Revenue Ordinance, Stamp Duty Ordinance, etc.).
1. REIT に関する規制内容

Keya.requirements
under the REIT Code.30All HK-REITs need to be authorized as a REIT by the
受託会社

SFC. To be authorized, the REIT needs to meet certain requirements and have certain
受託会社および運用会社は、互いに独立して機能しなければなりません。しかし、場合によっ
characteristics
as outlined in the following points.
ては、ある一定の条件を満たす場合にかぎり、同一の持株会社が実質的に両者を保有するこ
1. REIT requirements
とが認められています。条件のひとつは、受託会社および運用会社の取締役を兼務する者が
a. いないことです
Trustee
（REIT 規則セクション 4.9 を参照）
。受託会社は、受益証券保有者の利益の
ために受託資産を保有し、運用会社が信託約款に準拠して行動するように監督する責任を負
The trustee and the manager must be functionally independent of each other but, under
います。
certain circumstances, are allowed to have the same ultimate holding company as long as
various criteria are met, one of which is that no person is a director of both the trustee
b. 運用会社
and the management company (see section 4.9 of the REIT Code). The trustee is
運用会社は、信託約款に従って信託を管理運用することが求められ、受益証券保有者および
responsible for holding the assets in trust for the benefit of the unitholders and for
受託会社に対して
一切の責任を負います。運用会社は、香港証券先物令
（the
and
overseeing the activities
of the fund manager to ensure it is complying
with Securities
the trust deed.
Futures Ordinance: SFO）のもとに認可され、証券先物委員会によって信託運営の承認を受
b. Manager
けなければなりません。認可の条件には、運用会社が管理できる REIT 数の制限や、主要人
The management company needs to manage the trust in accordance with the trust deed
員の資格要件などがあります。運用会社は不動産管理義務を第三者に委託することもできま
and is fully liable to the unitholders and
the trustee. The manager must be licensed under
すが、引き続き受益証券保有者に対して
一切の責任を負います。
the Securities and Futures Ordinance (SFO) and approved by the SFC to manage the
c. 信託約款
trust. The licensing requirements include restrictions on the number of REITs a manager
can manage and the qualifications of key personnel. It can delegate the property
信託約款には、受託会社や運用会社の権限およびすべての支払い手数料を含む信託の規則
management duties to a third party; however, it remains fully liable to unitholders.
の概要が記載されています。信託約款は証券先物委員会に登録されなければなりません。信
c. 託約款の内容は、受益証券保有者の特別決議によって、あるいは受益証券保有者の利益に重
Trust deed
大な影響を与えないと正当に考えられる場合に運用会社と受託会社によって変更することが可
The trust deed outlines the rules of the trust, including the powers of the trustee and
能です。
manager, as well as any fees payable. The trust deed must be recorded with the SFC, and
it can be changed by special resolution of the unitholders or by the manager and trustee
if they reasonably believe the change will not materially affect unitholders’ interests.

30 Please refer to the Code on Real Estate Investment Trusts (June 2010): www.sfc.hk/sfcRegulatoryHandbook/
EN/displayFileServlet?docno=H586.

30 the Code of Real Estate Investment Trusts（2010 年 6 月）を参照：英語サイト www.sfc.hk/sfcRegulatoryHandbook/EN/
cfa institute
asia-pacific reits
©2011
displayFileServicet?docno=H586.
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d. 不動産鑑定士
受託会社は、証券先物委員会が認める独立した不動産鑑定士を指名しなければなりませ
ん（REIT 規則セクション 6.4 を参照）
。鑑定士は、香港鑑定士協会（Hong Kong Institute
of Surveyor） が 定 め る 基 準、 あ るい は 国 際 評 価 基 準 委 員 会（International Valuation
Standards Committee）が定める国際評価基準（International Valuation Standards）に従
い不動産を毎年評価しなければなりません。同じ鑑定士が同一の REIT 不動産を連続で評価
できるのは 3 年間だけです。
2. REIT の特徴
a. 特別目的事業体（SPV）
REIT は、自身が SPV の法的かつ実質的な所有者である限り、つまり、過半数を所有し（通
常は完全子会社）、支配している限り、その SPV を通じて不動産を保有することができます。
SPV の取締役会は REIT の受託会社によって指名されなければならず、SPV および REIT の監
査人は同一でなければなりません。REIT は SPV を通じてのみ、ホテル、リクリエーションパー
ク、サービスアパートメントを所有できます。
b. 共同所有
運用会社は、REIT が各不動産の過半数を所有し（50%超）、支配していることを確保する必
要があります。もし、REIT の所有権が 100%に満たない場合には、運用会社は受益証券保有
者に対し、その所有構造、手数料の配分、売却制限を含む重要な条項、および当該制限が
不動産持分の価値に与える影響などを開示する必要があります。開示項目には、所有構造に
対する運用会社の判断根拠および法的意見書の概要を含まなければなりません。
c. レバレッジ
REIT は、信託の総資産価値の最大 45%まで、直接または SPV を通じて借入れを行うことが
できます。借入れを行う場合は、借入れ方針および借入れ限度額を募集文書で開示すると同
時に、総資産額および総負債額に対する借入れ総額の割合を中間および年次報告書において
受益証券保有者に開示しなければなりません。
d. 配当支払い
REIT は、監査済み年間税引後利益の少なくとも 90%を受益証券保有者に分配しなければな
りません。
e. 手数料体系
投資運用および不動産管理に対する手数料の合計水準を、募集文書で開示しなければなり
ません。いかなる実績報酬も支払は年 1 回のみでハイ・オン・ハイ（high-on-high）方式で支
払われることになっています。つまり、1 口あたりの純資産価額（NAV）が前回の実績報酬を
算出する基準となった 1 口あたり純資産価額を上回る場合にのみ手数料が支払われることに
なります。この方式はハイ・ウォーター・マーク（high-water-mark）方式とも呼ばれます。
3. ガバナンス
a. 役員会
REIT には、内部運用の形式をとっていない限り役員会がありません。REIT 規則は、REIT 運
用会社の取締役を指名、選任、解任するいかなる権限も受益証券保有者に与えていません。
例えば、プロスペリティ・リートは 2009 年の年次報告書に以下のように記載しています。
「取
締役の選任および解任は、REIT 運用会社の取締役会および株主が決定することであり…取
締役会は取締役会内の監査委員会の推薦に従って、取締役を指名または解任することができ
る 31。」

31 プロスペリティ・リート”Annual Report 2009” (19 March 2010) :39 (www.prosperityreit.com/upload_images/doc/.320_
eng_EW0808AR.pdf)
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b. 議決
2 人以上の受益証券保有者が少なくとも 10%の議決権を所有していれば、受益証券保有者会
議を招集することができます。普通決議は単純多数決で、特別決議は委任状を含む出席者の
75%以上による圧倒的多数で可決されます。すべての決議は投票で行われます。
c. 運用会社の解任
2010 年 6 月に REIT 規則が改正され、受益証券保有者による普通決議で運用会社を選任ま
たは解任することが可能となりました。すべての受益証券保有者が議決権を有します。運用会
社およびその関係者も受益証券保有者であれば同様です。
改正前は特別決議が必要とされおり、運用会社、取締役、幹部、関係者、その他運用会社
と利害関係にあるすべての受益証券保有者は投票に参加できませんでした。
d. 年次総会
REIT に定期的な年次総会の開催を求める規定は REIT 規則にはありません。しかし実際には、
運用会社が受益証券保有者総会を少なくとも年に 1 回開くことが信託約款で求められてい
ます。
e. 関連当事者取引
HK-REIT においては関連当事者取引を防ぐために数多くの措置が講じられています。
「関連当事者取引（connected party transactions）
」との表題で、REIT 規則は、関連当事
者や取引の種類、受益証券保有者の権利を守るために必要とされる承認、開示事項を定義し
ています。
関連当事者取引は、REIT 規則セクション 8.1 に定義されたあらゆる関連当事者が関与する取
引、または、同じ運用会社が管理する 2 つ以上の REIT が関与するあらゆる取引です。
関連当事者の定義は以下のとおりです。
i.

REIT の運用会社

ii.

不動産鑑定士

iii.

受託会社

iv.

大口保有者（発行済み受益証券の 10%以上を保有）

v.

上記 i、ii、iii、iv に該当するいずれかの事業体の取締役、上級幹部あるいは役職者

vi.

上記 iv または v に該当する個人の関係者

vii.

上記 i から iv に該当するいずれかの事業体の支配事業体、親会社、子会社、関係会社

取引総価額が直近の報告書で開示された最新の NAV の 5%以上であるすべての取引に対して、
普通決議による受益証券保有者の承認が求められます。その取引に利害関係のあるすべての
当事者は、投票を棄権することが求められます。
すべての関連当事者取引は、取引価額が 100 万香港ドルを超える場合、公表されなければな
りません。また次に公表される中間・年次報告書にも取引の簡潔な概要を記載することになっ
ています。
REIT 規則は、関連当事者が、自己の受益権とそのなんらかの変更を REIT の募集文書、中間・
年次報告書、配布物に開示することを求めています。
f. 大口保有者
証券先物令パート XV の条項は、同条項の定義に基づき 5%以上の受益証券（または売り建て
ポジション）を保有するすべての者が、当該保有（あるいは売り建てポジション）にかかるあ
らゆる取得、処分、変更に関して、運用会社および香港証券取引所に開示する義務を負うと
定めています。
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g. 受益証券の新規発行
すべての新規発行は必ず、新たな保有者に売り出す前に、既存保有者に対して保有割合に応
じた募集を行わなければなりません。既存保有者に対して保有割合に応じた募集を行わない
場合は、新規受益証券発行によって同年度の発行済受益証券数が前年度比 20%を超えない
場合を除いて、総会での普通決議による受益証券保有者の承認を得る必要があります。
h. 開示—募集文書
承認を得た REIT を新規公開により上場する際には募集文書を発行しなければなりません。
当該文書には、投資家が十分な情報を得たうえで判断を下すために必要なすべての情報を記
載しなければなりません。目的、大口保有者、配当方針、手数料体系など募集文書に必要な
情報は、REIT 規則の付属資料 B に記載されています。
i.

開示—定期報告書
各年度少なくとも 2 回は報告書を作成する必要があり、投資家に配布する前に証券先物委員
会（および取引所）に提出して承認を得ることが求められます。
運用会社は、REIT に関するあらゆる重要な情報を適時透明性のある方法で常に受益証券保
有者に報告しなければなりません。報告事項はすべて投資家に配布する前に証券先物委員会
に提出しなければなりません。

4. 買収
証券先物委員会は 2010 年 6 月、業界との広範囲に及ぶ協議の末、REIT を香港の買収、合併お
よび自社株買戻しに関する規則（the Hong Kong Codes on Takeovers and Mergers and Share
Repurchases、以下「買収規則」）の対象に加えました。今や受益証券保有者は買収に関して会
社の株主と同じ権利を持ちます。強制公開買付が求められる場合を規定するトリガー条項（規則
26.1(a), (b)）やクリーパー条項
（規則 26.1(c), (d)）などの買収規則で定められたさまざまな規定が、
REIT にも適用されるようになりました。
香港証券取引所上場規則における規制内容：REIT は、集団投資スキーム（Collective Investment
Schemes: CIS）に該当するため、主たる規制当局は香港証券先物委員会です。香港証券取引所は
REIT を規制するものではなく、その唯一の役割は集団投資スキームの取引において、可能な限り、
公平かつ秩序ある市場を維持することです。どの上場 REIT も、香港証券取引所と上場契約を締結・
遵守しなければならず、そうすることで、一定の継続的義務を遂行することに同意します。継続的義
務には、受益証券保有者に関連する情報の開示、香港証券取引所からの要求事項への速やかな対応、
香港証券取引所への特定の企業開示資料の提出（配布文書、年次報告書など）が含まれます。
集団投資スキームは、上場規則のなかで一定の該当条項のみを遵守することが求められます。他の
上場企業とは異なり、コーポレート・ガバナンス規則（the Code of Corporate Governance）の補足
14 を遵守する必要はありません。

フィリピン
背景：フィリピン REIT 法（正式には、共和国法律第 9856 号）は、2 年間の準備期間を経て、2009
年 12 月に成立しました。フィリピン証券取引委員会
（Securities and Exchange Commission: SEC）
が、
REIT 法施行規則（Implementing Rules and Regulations: IRR）を 2010 年 5 月に承認し、その後
同月末に、フィリピン証券取引所（Philippines Stock Exchange: PSE）が REIT の上場規則を定めま
した。
不動産会社からはすでに、保有不動産を REIT の形にして切り離し、資金調達をしたいという関心が
寄せられています。しかし本稿執筆時現在、国税局（Bureau of Internal Revenue: BIR）は REIT の
優遇税制に関する施行規則を発表していません。国税局は、REIT 制度が提案されたままの形態で
開始された場合の税収減を懸念しています。REIT を巡る税制がはっきりするまで、不動産会社は保
有資産の上場を保留するでしょう。
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国税局が属する財務省もまた、REIT の施行を遅らせています。一般投資主の最低保有比率基準の
見直しを証券取引委員会に求めているからです。国税局は、REIT 法施行規則を改正して浮動比率を
現行基準の 33%から 50%以上に引き上げるよう、証券取引委員会に求めています。その根拠は、ス
ポンサーが REIT の 67%以上を保有し続けるならば、資本を効率的に利用しているとはいえない、と
いうものです。
フィリピンの二大上場不動産会社である SM プライム・ホールディングス社（SM Prime Holdings
Inc.）とアヤラ・ランド社（Ayala Land）はすでに、REIT を使って資産を切り離す意向を示していま
す 32。未上場の不動産開発会社であるオルティガス社（Ortigas and Co. Limited Partnership）も、
REIT を通じて資金調達する意向です 33。
仕組み：フィリピンの REIT は、収益を生み出す不動産の所有を主目的とした会社として設立されます。
すべての REIT は証券取引所に上場され、外部運用されなければなりません。

規制の枠組み
適用法規と監督機関：フィリピン REIT は共和国法律第 9856 号及び同法施行規則（IRR）によって
規制され、証券取引委員会が監督機関としての責任を負います 34。また REIT は、フィリピン証券取引
所上場規則、フィリピン会社法、2000 年証券規制法（Securities Regulation Code of 2000）の適
用も受けます。
REIT 法による主な規制内容：新しい規制枠組みに基づくフィリピン REIT の主な特徴は、以下のとお
りです。
1. REIT に関する規制内容
a. 一般投資主最低保有比率と最低資本
REIT には、それぞれ最低 50 口を保有し、かつ総計で発行済口数の 3 分の 1 以上を保有す
る 1,000 人以上の投資主がいなければなりません 35。
REIT は、設立時に現金又は現物出資による 3 億フィリピン・ペソ以上の資本が必要です。
b. 運用会社
REIT は、その投資戦略の実行に責任を持つ独立した運用会社を指名しなければなりません。
運用会社はまた、不動産取得、賃貸、報告書作成その他の調整・管理も行います。運用会社
は、適切な規制機関から免許を取得しており、3 年以上の公式な資産運用業務経験を有する
登録会社でなければなりません。運用会社は、信託形式であってもかまいません。運用会社は、
責任遂行能力を保証する適切なリソースを持っていなければなりません。
c. 不動産管理会社
REIT は、REIT やその発起人、スポンサーから独立した不動産管理会社を指名します。不動
産管理会社には、5 年以上の不動産管理業務経験を有する 2 名の管理責任者を置かなけれ
ばなりません。不動産管理会社は、REIT が保有する不動産の管理全般に責任を負います。
d. 不動産鑑定士
REIT は、資産評価報告書を年 1 回作成するために、独立した公認不動産鑑定士を指名しな
ければなりません。独立要件を満たすためには、不動産鑑定士は REIT、不動産管理会社、
運用会社の子会社あるいは持株会社、REIT あるいは持株会社、子会社、関連会社の主要投
資主、それら事業者の役員あるいは幹部職員であってはなりません。

32 Amelia H.C.Ylagan, ”Corporate Watch: Leave Well Enough Alone,” Business World (3 October 2010)
33 Neil Jerome C. Morales, “Ortigas & Co May Turn Greenhills Complex into a REIT,” Business World (15 July 2010)
34 共和国法律第 9856 号は www.congress.gov.ph/download/ra_14/RA09856.pdf で取得可。REIT 法施行規則は証券取引
委員会のウェブサイト（www.sec.gov.ph/irr-reit-act/REIT IRR as approved on May 13 2010.pdf）を参照。
35 本稿執筆時現在、一般投資主の最低保有比率基準は証券取引委員会により再検討中。
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2. REIT の特徴
a. レバレッジ
REIT は、預入不動産価値の 35%を超えて借入れを行うことはできません。ただし、公認のま
たは国際的に認知された格付機関により投資適格の格付けが公表されている場合には、70%
まで借入れることができます。
b. 配当支払い
REIT は毎年、配当可能利益の 90%以上を分配しなければなりません。配当可能利益の計算
では、減価償却などの一定の未実現損益または含み損益を控除して調整することができます。
c. 手数料体系
運用会社と資産管理会社に支払われる報酬は、それぞれ管理する資産の純資産価額の 1%を
超えてはなりません。
3. ガバナンス
a. 役員会
少なくとも役員会の 3 分の 1 あるいは 2 名のいずれか多い方の人数は独立役員でなければな
りません。
b. 議決権および運用会社の解任
REIT 法には、運用会社の指名、解任に関する投資主の議決権の規定がありません。REIT
法には「REIT は運用会社を指名する・・・」と規定しています。特に明示されてはいませんが、
役員会には、投資主の承認を得ることなく運用会社を指名、解任する独占的権限があります。
REIT は会社法の適用を受けます。したがって投資主は、発行済投資口数の単純多数決によ
り REIT の役員を選任し、また発行済投資口数の 3 分の 2 以上の圧倒的多数により役員を解
任することができます。
c. 役員報酬
役員および経営幹部の報酬総額は、前年度の通常法人税引前純利益の 10%を超えてはいけ
ません。
d. 関連当事者取引
REIT 法に定められている関連当事者取引に関して最低限、以下のような項目を遵守する必要
があります。
i.

関連当事者およびその REIT との関係に関する、完全、公正、適時、正確な
ディスクロージャー

ii.

契約は公正かつ合理的な条件であること

iii.

独立役員全員を含む過半数の役員の承認

iv.

独立鑑定士による公正意見を必要とする

関連当事者の議決権放棄義務に関する規定は無く、独立投資主の承認も不要です。
e. 開示—目論見書
REIT は、証券取引委員会登録・承認済の REIT 計画書（目論見書）を投資主に開示しなけ
ればなりません。REIT 計画書には、REIT の投資方針、投資制限、投資戦略その他、REIT
に投資しようとする者が投資判断を行うために必要な情報が記載されます。
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インド
2007 年後半、インド証券取引委員会（Securities and Exchange Board of India: SEBI）は、REIT
規制草案（2008 年 SEBI 不動産規制）を公表し、パブリックコメントを求めました。しかし 2 年以
上が経った今なお、証券取引委員会によって同規制が実施されるのか、明らかではありません 36。
欧州上場不動産協会（EPRA）によると、インドの不動産市場規模は 2010 年 10 月時点で 1,980 億
米ドル相当ですが、このうち上場しているものはわずか 4％です 37。この比率はアジアの他市場に比べ
て低く、またインドには上場 REIT がなく上場不動産会社がわずか 16 社であることを考えると、不動
産を証券化して上場 REIT とする潜在的余地は著しく大きいと考えられます。
規制の枠組み：REIT 規制草案では、REIT は 1882 年インド信託法（Indian Trust Act, 1882）に従っ
て登記され、証券取引委員会に登録される信託であり、不動産集合投資の企画、運営、管理を目的
とする、と定義されています 38。
同草案はインドの REIT について、他市場の REIT と同じように、受託会社と不動産運用会社を伴う
信託形式を提案しています。
同規制草案で提案されている他の主な特徴は以下のとおりです。
◆ REIT は受益証券を取引所に上場しなければなりません。
◆ REIT と不動産運用会社は、証券取引委員会に登録しなければなりません。
◆ REIT は収益を生む不動産への投資が可能ですが、建設中の物件取得はその価額が純資産価額

の 20％を超えない範囲に限られます。
◆ REIT は更地に投資することはできず、土地開発を行ってはなりません。
◆ REIT は年間税引後純利益の少なくとも 90％を受益証券保有者に分配しなければなりません。
◆ 借入れは総資産の 20％を超えてはなりません。

ガバナンスの観点からは、同規制草案による主な特徴は以下のとおりです。
◆ REIT 受益証券の額面価格の 10％以上を保有する保有者からの要請がある場合、もしくは投資

主の利益のために証券取引委員会から要請がある場合、REIT は受益証券保有者総会を開催しな
ければなりません。
◆ REIT 受益証券の額面価格の 75％以上を保有する保有者が資産運用会社解任を決議し、証券取

引委員会からの事前承認を得た場合、REIT と資産運用会社との間で締結された運用契約を解除
することができます。
◆ 関連当事者取引は募集文書の中で開示されなければならず、また客観的で透明性の高いもので

なければなりません。また、独立した鑑定士による評価を受ける必要があります。なお取引対価
または取引価格の総額が直近の純資産価額の 5％未満の取引であり、当該 REIT が過去 12 ヶ月
間に同じ相手先と関連当事者取引を行っていない場合、受益証券保有者の事前承認は必要とさ
れません。
◆ 資産運用会社の取締役の過半数は独立取締役でなければなりません。

不動産ミューチュアルファンド市場：2008 年 4 月、証券取引委員会は 1996 年ミューチュアルファン
ド規制を改正し、不動産ミューチュアルファンド（Real Estate Mutual Fund: REMF）を認可しました。
REIT と REMF のおおまかな構造は似ていますが、以下のような重要な相違点があります。
◆ REIT と異なり、REMF には最低分配金に関する規定がありません。

36 Apurv Gupta, “REITs May Never Take Off as SEBI Has Second Thoughts,” Economic Times (10 August 2010): http://
economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/market-news/REITs-may-never-take-off-as-SEBI-has-secondthoughts/
articleshow/6284685.cms.
37 European Public Real Estate Association, “Monthly Statistical Bulletin” (October 2010):6 (www.epra.com/media/Monthly_
Statistical_Bulletin_October_2010.pdf)
38 REIT 規制草案の原文は www.sebi.gov.in/commreport/RealEstateReg.pdf 参照。
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◆ REMF の投資先は、固定収益を生み出す完成不動産に限られません。REMF は、純資産の 35％

以上を完成不動産に投資し、また純資産の 75％以上を不動産、および不動産開発会社の株式や
債券（上場、非上場を問わない）に直接投資しなければなりません。
REIT も REMF も、受託者と資産運用会社を持ち、取引所に上場しなければなりません。
問題点：インドでの REIT 導入には幾つもの問題点があります 39。REIT 規制草案の発表後に寄せられ
た市場関係者の意見では、インドにおける REIT の導入以前に、証券取引委員会その他当局が行う
べき重要な仕事が残っていることが指摘されました。
主な問題点は以下の通りです。
◆ 税制の明確化：REIT ガイドライン草案に REIT の課税条項は規定されていません。REIT 制度が

実現可能となるためには、税制と優遇措置を明確にする必要があります。REMF についても、税
制に関する特段の規定はありません。
◆ 高い取引コスト：インドにおける不動産取引のコストは高く、州レベルでも追加されます。各種の

印紙税や固定資産税の還付または控除がなければ、REIT の収益性は低下する恐れがあります。
REIT と REMF の類似性を考えれば、2 種類の異なる制度があることで市場が混乱し、規制当局の努
力を妨げる可能性があります。

中国
中国の REIT（以下「Ch-REIT」）市場は、一旦発展すれば世界最大級になる可能性があります。不動
産コンサルティング大手の DTZ 社によると、2010 年第 3 四半期に中国で行われた商業用不動産取
引は 120 億米ドルで、同四半期のアジア全体の取引の 40％を占めています 40。
中国中央政府は 2004 年に、Ch-REIT 市場の制度構築計画の策定を開始しました。2008 年 11 月に、
中国国務院が Ch-REIT の法制度整備計画を発表し、その後各種規制機関からの発表が相次ぎまし
た。法規制の枠組み、市場構造、流動性の問題、税制、投資制限など整備すべき問題は多く、ChREIT 導入前に克服すべき障害が数多く残されています。
規 制の 枠 組み：Ch-REIT の主要 規制 機 関は、 中央 銀 行である中国人 民 銀 行（People’s Bank of
China: PBOC）、中国銀行業監督管理委員会（China Banking Regulatory Commission: CBRC）
、中
国証券監督管理委員会（China Securities Regulatory Commission: CSRC）となる見込みです。現
行制度では、銀行業監督管理委員会は銀行業、信託会社、信託商品を規制し、人民銀行は銀行間
市場を規制しています。一方、証券監督管理委員会は証券商品、証券会社、ファンド会社、および
上海証券取引所（Shanghai Stock Exchange: SSE）ならびに深圳証券取引所の 2 証券取引所を規制
しています。
この規制制度を踏まえると、Ch-REIT が導入される場合、その仕組みと運営方法は、先進国で一般
的な REIT の仕組みとは異なるものになる可能性があります。異なる規制制度の下、Ch-REIT は以下
のような 2 種類に分かれると考えられます。
◆ 人民銀行と銀行業監督管理委員会の規制制度の下で発行され、国内銀行間市場で取引される

Ch-REIT。
◆ 証券監督管理委員会の規制制度の下で発行され、証券取引所に上場され取引される Ch-REIT。

39 Sachin Sandhir, “Valuation Vacuum,” Construction Week (27 August 2009): www.constructionweekonline.in/article5421-industry_insights__valuation_vacuum/2/
40 40Kasia Sielewicz and David Green-Morgan, “Investment Market Update, Asia Pacific Q3 2010: Strong Recovery in Most
Markets, while China Remains Sluggish,” DTZ Research (21 October 2010):2 (www.dtz.com/StaticFiles/Research/DTZ
Investment Market Update Asia Pacific Q3 2010.pdf)
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銀行間市場 Ch-REIT：人民銀行と銀行業監督管理委員会は、REIT を商業銀行の資産流動性向上の
手段として利用する意向です。この銀行間市場 REIT は特定の機関投資家を対象とし、取引は国内
銀行間市場に限られると予想されます。
「集合ファンド・スキーム」に関する現行規制が、銀行間市
場 REIT に適用されると思われます。この仕組みによる投資や取引は一部の投資家に限られるため、
最初の Ch-REIT はこの仕組みによる発行になるものと市場専門家は予想しています。
この仕組みの欠点は、投資できる主体と方法が制限されていることです。集合ファンド・スキームに
関する現行規制では、投資を行うことができるのは少数の「適格」投資家に限られており、また各ファ
ンドに投資できる「適格」投資家数は最大 50 人に制限されています。また法律上、ファンドの公開
募集・売買が禁じられています。こうした制約のすべてが、Ch-REIT の成長を著しく妨げるでしょう。
取引所上場 Ch-REIT：銀行間取引 REIT における投資家制限の問題を解決すると思われる代替案が、
取引所上場 Ch-REIT です。証券監督管理委員会は、現行の証券投資信託制度の下で Ch-REIT を導
入するか否かを検討しています。この仕組みで組成される REIT は、取引所に上場され、取引所で売
買されると思われます。
この仕組みにおける問題点は、証券投資信託に関する現行法制度では、集められた資金の投資先が、
規制された証券取引所で取引可能な有価証券に限られていることです。つまり証券投資信託は不動産
に直接投資出来ません。また、現行法および証券監督管理委員会の構想では、投資信託と投資主
の関係が明確に示されていないため、Ch-REIT の投資主の権利が守られない懸念があります。
他の問題点：上記 2 種類の Ch-REIT それぞれの限界の他にも、Ch-REIT の導入には幾つかの課題が
あります。
税制：中国の現行税制では、コストの安い Ch-REIT 市場は望めません。種々の税金が、Ch-REIT 自
体と Ch-REIT の投資主に課されることになります。例えば Ch-REIT 自体に 5％の事業税および 25％
の法人税が課されるほか、30 ～ 60％の土地増値税（land value appreciation tax）
、3 ～ 5％の契税
（不動産取引税、deed tax）、不動産取引にかかる 0.05%の印紙税などが課せられます。これらの税
金を総計すれば、Ch-REIT のコストは極めて高くなります。
不動産規制の枠組み：中国の現行法制度および不動産関連法は、個人に土地所有権を与えていませ
ん。このため、導入が想定される Ch-REIT の土地所有権と土地使用権については不確実性がつきま
といます。
投資主保護：現行の規制下では、特別の投資ガイドライン、資本支出または借入れ制限、ファンド販
売に関する特段の規則はありません。
外貨問題：現在、外国人投資家による上場商品への投資には制約があります。Ch-REIT を外国人投
資家に開放するためには、規制当局はまずこの問題に取り組まなければなりません。これに加え、人
民元建て配当金の国外送金は、人民元の変動相場制への移行以前に解決すべき問題です。
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セントロ・プロパティーズ・グループ（Centro Properties Group）および
セントロ・リテール・トラスト（Centro Retail Trust）

Section 4: Cases

複雑な経営・所有構造によるガバナンス問題：セントロ・プロパティーズ・グループ（Centro Property
Group、以下「セントロ」）は、1997 年にオーストラリア証券取引所に上場された A-REIT です。上場
Centro Properties Group and Centro Retail Trust
および非上場の不動産投資ファンドを含む運用ファンドを通じて保有するオーストラリアおよび米国
のショッピング・センターより賃料収入を得ています。
Complicated Management and Ownership Structure Creates Governance Issues.

Centro Properties Group (Centro) is an A-REIT that listed on the ASX in 1997. It derives its income
セントロは 2005 年に、20 億豪ドルの小売り関連資産を、セントロ・リテール・トラスト（Centro
from owning shopping centres in Australia and the United States via its managed funds, which
Retail
Trust、以下
）として分離
は、既存のセントロ株主に持分
include
listed and「CER」
unlisted
property （スピンオフ）しました。CER
investments.
を割り当てる形で設立されました。CER は、セントロ・リテール・トラスト（Centro Retail Trust、以下
In 2005, Centro
spun off A$2 billion of retail
assetsRetail
into Limited、以下
Centro Retail「運用会社」
Trust. The ）が一体
trust was
「トラスト」
）とセントロ・リテール・リミテッド
（Centro
established using an in specie distribution to existing Centro shareholders. Centro Retail Trust
化したステープル構造をとっています。CER はステープル構造でありながら、REIT のスポンサーであ
(CER) is a stapled entity combining Centro Retail Trust (trust) and Centro Retail Limited
るセントロの
MSC
マネジャー（Centro
Manager）を運用管理会社
(company). 100％子会社であるセントロ
Although CER is stapled, it
is externally
managedMCS
by Centro
MCS Manager (the
（RE）として外部運用されます
（図
10
参照）
。
responsible entity), which is wholly owned by Centro, the REIT sponsor (see Figure 10).
Figure
10. Ownership
and Management Structure of CER
図
10. CER
の所有および経営構造
セントロ・プロパティーズ・
グループ（セントロ）

Centro Properties Group
100%
100%

運用管理会社
（RE）
Responsible
Entity
Centro
MCS Manager
セントロ
MCS
Ltd Ltd
マネジャー

Public
一般投資家
50%
50%

50%
50%

セントロ・リテール・
Centro Retail Trust
(CER)
トラスト
（CER）

50%
50%

50%
50%

Properties
不動産

Equity Interest
持分所有
Services
サービス
Flow of Funds
資金の流れ

The spin off happened at a time of consolidation in the A-REIT sector when a number of REITs
A-REIT
セクターで統廃合が行われ、多くの
がステープル証券
（運用会社とトラストが一体化し
were being
taken over by stapled securities.REIT
At the
time, this approach
was a common method to
た形態）に置き換わった際にこのスピンオフは行われました。当時この手法は、純資産価額を押し上
increase NAV.
げるものとして一般的に利用されました。
To fend off such an assault, Centro equipped the newly created REIT with a number of defense
mechanisms. They were outlined in the product disclosure
statement (PDS) filed with the
そうした批判をかわすため、セントロは新たに設定する
REIT にいくつかの仕組みを取り入れまし
41
ASIC/ASX:
た。これらはオーストラリア証券投資委員会（Australian Securities and Investments Commission:
ASIC）およびオーストラリア証券取引所に届け出が行われた商品開示書
（the
disclosure
• Centro initially owned 50 percent of CER securities and stated in the
PDSproduct
that it would
keep
41
25–50 percent,
either directly or indirectly
(through its managed funds). In FY2010 Annual
statement:
PDS）に記載されています
。
Report, Centro reported that it held 50.57 percent of CER.
◆ セントロは当初、CER の 50％を保有しており、直接または間接的に（運用ファンドを通じ）
、20
• Centro acts as the responsible entity (RE) for CER through its wholly owned subsidiary, Centro
～
50％の保有を継続すると商品開示書に記載しました。2010
年度アニュアル
・
レポートによると、
MCS Manager.
CER の
50.57％を保有しています。
• セントロは
Centro retains
a 50
percent interest in the underlying assets of the REIT.
◆
100％子会社であるセントロ
MCSallマネジャーを通じて、CER
• セントロは
Centro has
pre-emptive rights to acquire
or part of its remaining の運用管理会社としての
interest in the portfolio

of assets or CER shares upon the occurrence of certain events, such as a change in responsible
役割を担っています。
entity and/or a third party acquires more than 20 percent of the voting power in CER.
41 セントロ・リテール・トラスト商品開示書／目論見書（2005 年 7 月）82
41 Centro

Retail Trust, “Product Disclosure Statement/Prospectus” (July 2005):82.
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◆ セントロは REIT の投資物件の 50％を所有しています。
◆ 運用管理会社の交代や第三者が CER の 20％を超える議決権を獲得するなどの一定事由が生じた

場合に、セントロはポートフォリオ資産や CER 持分の一部またはすべてを取得する先取権を有し
ます。
オーストラリア証券取引所は、CER が上場されている限り、CER のアニュアル・レポートにセントロの
権利の存在と関連する条件を開示することを条件として、当該措置を原則として適切と認める決定を
下しました。
CER のスポンサーかつ大口保有者であるセントロは、CER の運用管理会社および受益証券保有者と
しての地位を実質的に確保したと言えます。したがって、残りの 50％の受益証券保有者にとって重要
な疑問は、自分たちの権利が制限されることにならないかどうかということです。この疑問に対しては、
2 つの対立した見方が存在します。
1. セントロが受益証券の 50％を保有することにより、セントロが運用成果と REIT の受益証券価格
への関心を保つため、他の受益証券保有者と利害が一致しやすいと言えます。上場時点におい
ては CER の受益証券保有者とセントロの株主との利害が一致していたことは事実と思われます。
CER 上場により受益証券保有者は受益証券の売買が可能となるため、CER の受益証券保有者と
セントロの株主との利害は一致しなくなる可能性があります。
2. 運用会社の地位保全条項は実質的に CER の買収を困難にし、CER の受益証券保有者が支配権
プレミアムを享受する可能性はあまり存在しません。またこの条項の存在により、運用会社が
REIT の約款に沿った運用を行っていないと考える場合に、受益証券保有者が運用会社を解任す
る権利は弱められています。
高レバレッジ、低水準の開示、および同一の取締役会－関連は？：2007 年 12 月 17 日、セントロと
CER は、2008 年 2 月 15 日に満期がくる、それぞれ 13 億豪ドルおよび 12 億豪ドルの短期債の借り
換えを行うことができないと発表しました。信用市場の逼迫により、短期債務の借り換え交渉が困難
となったためです。セントロは長期的な資金繰りを確保するため、レバレッジを大幅に引き下げる必
要があると表明しました。
そしてセントロは、2008 年上半期（12 月期）の配当を取りやめたため、株価が 77％下落し約 39 億
豪ドルの株主価値が失われました。CER もまた、2008 年上半期（12 月期）を無配とし、2009 年 6
月期の通期配当は借り換えの成否によると発表しました。CER の受益証券価格は 41％下落し、6.45
億豪ドルの価値が失われました。
セントロと CER が 2007 年 12 月に破たんした後、セントロは 2007 年アニュアル・レポートに計上さ
れた債務区分の精査を開始しました。精査の結果、セントロと CER の短期債務はともに過少に計上
されていたことが判明し、2 件の株主代表訴訟が起こされただけではなく、両社のガバナンス慣行が
完全に変更されました。表 1 にこの間の経緯を時系列で掲載しています。
取締役刷新プログラム：2008 年にポール・クーパー（Paul Cooper）氏がセントロ会長に就任した後、
会社は CER とセントロの取締役会を「刷新・分離」する計画を策定しました。その当時、CER と運
用管理会社の取締役会はセントロの取締役会と同一であり（表 2 参照）、重大な利益相反が発生して
いました。セントロと CER は異なる株主を抱える別個の会社であり、CER は外部からセントロにより
運用されていたものの、計画では取締役会を分離・独立させることで投資家の権利を保護することが
求められました。
両取締役会には、４人の異なるメンバーが新たに加わり、取締役会刷新プログラムの完了後には、
CER と運用管理会社の取締役会はセントロの取締役会とは完全に分離されました。
論点整理：セントロの破たんは、オーストラリアで大きな注目を集めました。これは REIT が借入れ
能力を過大に見積もり、真の状況を投資家に適切に開示することを怠った事例です。そして、投資家
が経営陣や取締役会の判断に異議を唱える事態に陥りました。詳細にみると、所有と経営構造が不
必要に複雑であったばかりでなく、取締役会が同一であったことが、最終的に受益証券保有者をリス
クにさらしたのです。
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セントロと CER の粗末なガバナンス慣行と 2007 年 12 月の破たんには関連があると考えざるを得ま
せん。両取締役会は債務の金額に大きな齟齬があったにもかかわらず、2007 年のアニュアル・レポー
トを承認しています。そのため、2009 年 10 月にオーストラリアの証券監督機関である証券投資委
員会は、セントロの 8 人の取締役および執行役員に対し、オーストラリア連邦裁判所に民事訴訟を提
起しました。

表 1. セントロ・プロパティーズおよび CER の破たんまでの経緯
日付
2008 年 1 月 15 日

出来事
◆

◆

2008 年 2 月 15 日

◆
◆

アンドリュー・スコット（Andrew Scott）氏が CEO 兼取締役を辞任、後任にグレン・
ルファノ（Glenn Rufano）氏が就任
2007 年 6 月 30 日付け監査済み財務諸表における流動負債および固定負債の区分
見直しを開始
セントロおよび CER に対する融資契約の期限延長
セントロの債務区分見直しにより、短期債務の過小評価が判明
●

●

◆

15 億豪ドルが（長期債務より）短期債務に区分変更される見込み。短期債務は
計 26 億豪ドルの見込み。債務合計は 36 億豪ドルで変更なし

CER の債務区分見直しにより、短期債務の過小評価が判明
●

◆

監査済み財務諸表は短期債務として 11 億豪ドル、長期債務として 25 億豪ドルを
計上

監査済み財務諸表は短期債務なし、長期債務として 14 億豪ドルを計上

5.98 億豪ドルが（長期債務より）短期債務に区分変更される見込みで、債務合計は
14 億豪ドルで変更なし

2008 年 5 月 12 日

セントロが 2007 年の債務状況について正確な開示を行わなかったとして、法律事務
所のモーリス・ブラックバーン（Maurice Blackburn）がセントロに対する代表訴訟を
メルボルンの連邦裁判所に提起

2008 年 5 月 26 日

セントロが 2007 年の債務状況について正確な開示を行わなかったとして、法律事務
所のスレイター・ゴードン（Slater & Gordon）がセントロに対する代表訴訟をメルボル
ンの連邦裁判所に提起

2008 年 6 月 13 日

ポール・クーパー氏がブライアン・ヒーリー（Brian Healey) 氏の後任としてセントロお
よび CER の新会長に就任

2009 年 1 月 16 日

セントロおよび CER は長期借換え・安定化計画を策定

2009 年 8 月 10 日

ピーター・デイ（Peter Day）氏がポール・クーパー氏の後任として CER 新会長に就任

2009 年 10 月 1 日

セントロ、取締役会を一新

2009 年 10 月 6 日

CER、取締役会を一新

2009 年 10 月 21 日

短期債務を過小評価した財務諸表を承認したセントロの８人の取締役および執行役員
に対し、連邦裁判所で証券投資委員会による民事訴訟手続き開始

2009 年 12 月 24 日

セントロ・グループを再編し CER をセントロから分離するため、セントロおよび CER は
アドバイザーと契約

2010 年 1 月 5 日

ロバート・ツェニン（Robert Tsenin）氏がグレン・ルファノ氏の後任としてセントロ
CEO に就任

2010 年 3 月 11 日

ロバート・ツェニン氏がグレン・ルファノ氏の後任として CER の CEO に就任

出典：セントロおよび CER 発表およびオーストラリア証券取引所からの情報に基づく

MI-REIT の資本増強と CIT による買収計画
関連当事者：図 11 で本事例に関わる当事者間の関係を示しています。
ケンブリッジ・インダストリアル・トラスト（Cambridge Industrial Trust、 以下「CIT」）：CIT は、
2006 年 3 月設立、同年 7 月 25 日にシンガポール取引所に上場された S-REIT です。CIT は産業用
不動産に投資しており 42 物件を保有しています。その投資ポートフォリオは物流、貯蔵保管倉庫、
工場、ショールーム施設で構成されています。2009 年 11 月、CIT は MI-REIT の 9.76%を取得、そ
の時点での筆頭受益証券保有者となりました。
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ケンブリッジ・インダストリアル・トラスト・マネジメント・リミテッド（Cambridge Industrial Trust
Management Limited、以下「CITM」）
：CITM は、CIT の運用会社で、ケンブリッジ・リアル ･ エステー
ト・インベストメント・マネジメント社（Cambridge Real Estate Investment Management: CREIM）
、
CWT 社、および三井物産の合弁会社です。
マッカーサークック・インダストリアル・リート（MacarthurCook Industrial REIT、以下「MI-REIT」
）
：
MI-REIT は、2006 年 12 月 5 日にシンガポールで設立され、2007 年 4 月 17 日シンガポール取引
所に上場されました。MI-REIT の当初投資ポートフォリオは、シンガポールにおける 12 物件の産業
用不動産で構成されていました。2009 年 7 月、AIMS フィナンシャル・グループ（AIMS Financial
Group）は、オーストラリアのマッカーサークック・グループ（MacarthurCook Group）を買収しまし
た。その資本増強計画完了後、MI-REIT は AIMS AMP キャピタル・インダストリアル REIT に名称
変更しました。
マッカーサークック・インベストメント・マネジャーズ（ アジ ア） リミテッド（MacarthurCook
Investment Manager (Asia) Limited、以下「MIM」
）
：MIM は、MI-REIT の運用会社であり、マッ
カーサークック社およびユナイテッド・エンジニアーズ・デベロップメント社（United Engineers
Development）との合弁会社です。

表 2. CER およびセントロの取締役会改革プログラム前の取締役会
2007 年決算期の CER 取締役

2007 年決算期のセントロ取締役

ブライアン・ヒーリー（Brian Healy）
（独立会長）

ブライアン・ヒーリー
（独立会長）

ピーター・ウイルキンソン（Peter Wilkinson）
（非常勤取締役）

ピーター・ウイルキンソン
（非常勤取締役）

サム・カボウラキス（Sam Kavourakis）
（非常勤取締役）

サム・カボウラキス
（非常勤取締役）

グラハム・ゴルディ（Graham Goldie）
（非常勤取締役）

グラハム・ゴルディ
（非常勤取締役）

（非常勤取締役）

ジム・ホール（Jim Hall）

ジム・ホール
（非常勤取締役）

ポール・クーパー（Paul Cooper）
（非常勤取締役）

ポール・クーパー
（非常勤取締役）

アンドリュー・スコット（Andrew Scott）
（CEO）

アンドリュー・スコット
（CEO）

出典：セントロおよび CER、2007 年アニュアル・レポート

表 3. CER およびセントロの取締役会改革プログラム後の取締役会
最新の CER 取締役

最新のセントロ取締役

ピーター・デイ（Peter Day）
（独立会長）

ポール・クーパー
（独立会長）

ポール・クーパー
（非常勤取締役）

ロブ・ワイリー (Rob Wylie）
（非常勤取締役）

ビル・ボウネス
（非常勤取締役）

アンナ・ブデュイス（Anna Buduis）
（非常勤取締役）

マイケル・ハンフリス（Michael Humphris）
（非常勤取締役）

スーザン・オリバー（Susan Oliver）
（非常勤取締役）

ジム・ホール
（非常勤取締役）

ジム・ホール
（非常勤取締役）

フレイザー・マッケンジー（Fraser Mackenzie）
（非常勤取締役）

ロバート・ツェニン（Robert Tsenin）
（セントロ /CER CEO）

出典：セントロおよび CER、2010 年アニュアル・レポート
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Figure
11. Structure
the MI-REIT and CIT Attempted Merger
図
11. MI-REIT
と CITof
による買収計画の構造
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was rejected. A few days later, CIT successfully placed its 71 million shares and used S$10.5 million
事例の概要：世界的な金融危機以降、多くの不動産投資ファンドと同様に、MI-REIT も生き残りを
of the S$28 million raised to purchase up to 9.67 percent of MI-REIT units, thus becoming
かけて苦戦していました。MI-REIT は、高いレバレッジ比率（65%以上）を低下させるため早急に資
MI-REIT’s largest substantial unitholder.
金調達を行うことが必要でした。首尾よく十分な資金を調達できなければ、MI-REIT は 2 件の借入
Concurrently,
MI-REIT announced its recapitalization plan that involved raising S$217 million in
債務が
2009 年末に満期を迎える時に清算されるリスクがありました。
new equity through the combination of a S$62 million placement to two institutional investors
2009
Wang）氏によって設立されたオーストラリア
and a年、中国本土の投資家ジョージ・ワン
S$155 million, two-for-one rights （George
offer for all
its unitholders, including the two new
institutional
investors.
籍の投資会社である AIMS フィナンシャル・グループが、MI-REIT の親会社であるオーストラリアのマッ
カーサークック・グループを買収しました。これにより、2009
年半ばにジョージ・ワン氏は
MI-REIT
As the largest substantial unitholders, CIT and CITM strongly
opposed this recapitalization.
CIT
の取締役会長に就任しました。
tried to sever the deal by lobbying other MI-REIT unitholders to vote against the recapitalization.
The CEO of CITM said in a SGX filing that “we are better off having MI-REIT wound up and its
同時に、別の
CIT も
MI-REIT
7 月買収計画
assets realizedS-REIT
ratherである
than give
support
to の保有資産取得に興味を示し、2009
MI-REIT’s recapitalization plan.”42 In年addition,
CIT
を提案しましたが、最終的には拒否されました。同月後半には、CIT
は、2,800
万シンガポール・ド
called to convene an extraordinary general meeting (EGM) to remove
MI-REIT’s
manager, MIM,
ル調達のため
万口の受益証券発行を発表しました。同年
11 月初め、CIT の運用会社として
and to appoint7,100
CITM
as its replacement.
CITM が再び MI-REIT に対し買収提案を持ちかけましたが、当該提案も拒否されました。数日後、
Later that month, the Monetary Authority of Singapore (MAS) indicated that it would not support
CIT
は 7,100
万口の受益証券を発行し、増資資金
2,800with
万シンガポール・ドルのうち
1,050because
万ドル
the plan
to have
the same manager serving two S-REITs
similar investment strategies
を使って、MI-REIT
の受益証券を
9.67%まで取得した結果、MI-REIT
の筆頭受益証券保有者となり
it might create conflicts of interest.
ました。
The MAS’s decision signaled a turning point of the battle. CITM dropped the recommendation
of becoming MI-REIT’s
manager but continued
to 1,700
encourage
MI-REIT’s unitholders to vote
同じころ、MI-REIT
も受益証券の追加発行による
2億
万シンガポール・ドルの調達を含む資
against
the
recapitalization
plan
at
the
EGM.
On
23
November
2009,
however, a simple majority
本増強計画を発表しました。それは、機関投資家 2 社への 6,200 万シンガポール・ドルの第三者割
of participants present and voting at the EGM approved MI-REIT’s recapitalization plan. See
当と、当該 2 社の新規機関投資家を含むすべての受益証券保有者に対する 2 対 1 の割当による 1 億
Table 4 for a timeline of the events.
5,500 万ドルの調達を、組み合わせて実施するものでした。
42 Cambridge Industrial Trust, “Cambridge Industrial Trust
この計画に対し、筆頭受益証券保有者として、CIT
および
CITM
が強硬に反対しました。CIT
は資本
to Vote
against
AIMS Recapitalization Proposal
of
MI-REIT,” press release (16 November 2009).
増強計画に反対票を投じるよう他の受益証券保有者への説得工作を試みました。CITM
の CEO はシ
ンガポール取引所宛ての文書の中で、
「MI － REIT を清算し資産を売却する方が、資本増強計画より
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表 4. MI-REIT 資本増強計画を巡る経緯
日付

経緯

2009 年 11 月 6 日

CITM が MI-REIT に資本増強計画を提出

2009 年 11 月 6-9 日

CIT が MI-REIT の受益証券 9.76%を取得し MI-REIT の筆頭受益証券保有者となる

2009 年 11 月 9 日

マッカーサークック・グループの CEO が CIT による MI-REIT 買収交渉と当該取引関連
事項に関する文書を CITM 取締役会に提出

2009 年 11 月 10 日

CIT の CEO が MI-REIT の CEO からの文書に回答

2009 年 11 月 11 日

CIT が増資資金 2,800 万シンガポール・ドルのうち 1,050 万ドルおよび 8 月に実施し
た割当増資を利用して MI-REIT の受益証券 9.67%を取得したと発表

2009 年 11 月 13 日

CIT が MI-REIT に以下を要求
1. MIM を MI-REIT の運用会社から解任すること
2. MI-REIT の運用会社に CITM を任命すること

2009 年 11 月 16 日

CITM が MI-REIT の運用会社となることを求めている旨公表

2009 年 11 月 16 日

CITM が CIT の受益証券保有者宛てに、MI-REIT における CIT の戦略的な位置づけ
について通知する文書を送付

2009 年 11 月 16 日

CIT を代表して CITM が MIM 解任のため臨時総会開催を要求

2009 年 11 月 16 日

CIT が MI-REIT および AMS が提案する MI-REIT の資本増強計画に反対票を投じる
予定であることを発表

2009 年 11 月 17 日

1. CITM が CIT および MI-REIT 双方の運用会社になる意思を表明
2. CITM が現時点で AIMS フィナンシャル・グループとの合併を求める意思ないことを
確認
3. CITM が MI-REIT の清算が目的ではない旨を表明

2009 年 11 月 19 日

CIT が以下を発表
1. CIT は MI-REIT の資本増強計画に反対票を投じる予定であること
2. CITM は既存の受益証券保有者のために REIT の価値を保持しつつ、MI-REIT が
直面している問題に対処するため、借り換えおよび資本増強に取り組んでいる最中
であること
3. CITM は今日までの取り組みに MI-REIT の受益証券保有者から支援を得ていること

2009 年 11 月 20 日

通貨庁は現在の CIT 運用会社としての CITM の役割が利益相反の懸念を生じさせるた
め、CITM に対して MI-REIT の経営権獲得から手を引くようシグナルを送った

2009 年 11 月 23 日

臨時総会において、MI-REIT の資本増強計画を単純多数決によって承認

2009 年 11 月 30 日

資本増強計画の完了；MI-REIT は AIMS AMP キャピタル・インダストリアル REIT に
改称

も望ましい」と主張しました 42。さらに、CIT は臨時受益証券保有者総会を招集して、MI-REIT の運
用会社である MIM を解任し、交代に CITM を選任することを目指しました。
同月後半には、シンガポール通貨庁（MAS）は、同じ運用会社が投資戦略の類似する 2 つの S-RIET
の運用に携わる計画は、利益相反発生の懸念ありとして支持しないことを表明しました。通貨庁のこ
の決定は、本係争の行方を決定づけました。
CITM は MI-REIT の運用会社となる提案を撤回しつつ、引き続き MI-REIT の受益証券保有者に対し
総会では資本増強計画に反対票を投じるよう説得を続けました。しかし、2009 年 11 月 23 日、臨
時総会において単純過半数の出席とその決議により、MI-REIT の資本増強計画は承認されました。
本件の経緯については表 4 を参照下さい。
資本増強後、新規発行受益証券は発行済み総口数の 85%を占めました。このため、資本増強計画
前に受益証券を購入した保有者にとって受益証券の価値は著しく希薄化しました。
例えば、資本増強の半年前に一口当たりの配当は 3.45 セントでしたが、資本増強後の見込みベース
では、他の条件を一定と仮定すると 1.04 セントまで低下した模様です 43。

42 ケンブリッジ・インダストリアル・トラスト「ケンブリッジ・インダストリアル・トラスト、AIMS による MI-REIT の資本増強計
画に反対票」
、プレス･リリース（2009 年 11 月16 日）
43 MI REIT,「MI-REIT による増資および買収の提案」
、シンガポール取引所発表）2009 年 11 月 6 日）
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図 12. AIMS AMP キャピタルインダストリアル REIT の
Figure 12. Share Price 受益証券価格推移
for AIMS AMP Capital
Industrial
REIT,
July年
2008–July
2010
2008
年 7 月〜
2010
7月
Share
Price
(S$)
株価
（S $）
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
7/08

9/08 11/08 1/09

3/09

5/09

7/09

9/09 11/09 1/10

3/10

5/10

7/10

3/10

5/10

7/10

Source:
Based on data from Bloomberg.
出典：ブルームバーグ・データ

Figure
13. の受益証券価格推移
Share Price for CIT, July
2008–July
2010
図
13. CIT
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出典：ブルームバーグ・データ

図 12 および図 13 は、2008 年 7 月から 2010 年 7 月までの MI-REIT（AIMS AMP キャピタル・イ
Conflict of interests. No specific regulations exist that stipulate controls over an S-REIT manager
ンダストリアル
CITportfolios
の価格推移です。MI-REIT
50%低下し
who has similarREIT）と
investment
and who managesの受益証券価格は資本増強後
more than one S-REIT. Investors
have to
以降回復していません。
speculate on regulatory rulings when a S-REIT manager tries to become the manager of another
S-REIT. In particular under the current S-REIT Code, there are provisions stipulating who is
論点整理
qualified to be a manager of an S-REIT but nothing to restrict who cannot be a manager. The
approval rights lie with the MAS, which leaves investors with high uncertainties.
希薄化：現在の S-REIT 規則上、既存受益証券保有者には、想定される希薄化に対して制限を設ける
受益証券引受権等の特別な条項が用意されていません。もし
運用会社が新規投資家のために
Takeovers. In June 2007, the Securities Industry CouncilREIT
decided
to extend the ambit of the
Singapore Code of Takeovers and既存保有者はその決議に賛否票を投じることができるだけであっ
Mergers (Takeover Code) to S-REITs. The Takeover Code
新規受益証券発行を決定した場合、
stipulates that when parties intend to acquire 30 percent or more of a REIT’s total units, or when
て、新規発行に応じて受益証券を購入する権利はありません。資金調達の必要性が差し迫っており
parties holding 30 percent to 50 percent acquire an additional 1 percent or more ofREIT
the total
units
他によい代替手段がない場合、通常受益証券保有者は受益権の希薄化を容認するか
を破綻さ
outstanding in any six-month period, they should make a general offer for the REIT.
せるかの選択を余儀なくされるだけなのです。
This stipulation is generally in line with takeover regulations in most regulatory regimes. Some
利益相反
フォリオを保有し一つ以上の
S-REITmay
を運用している
S-REIT
運用会社に対す
investors,：同様のポート
however, especially
the incumbent unitholders,
feel that greater
certainty
would be
る制限を定めた特定の規則はありません。S-REIT
の運用会社が別の
S-REIT
の運用会社を兼ねよう
provided if there were regulatory clarification on whether the Takeover Code applies to hostile
mergers when a proxy fight is involved.
としている場合、受益証券保有者は当局の決定を予測して行動するしかありません。特に、現在の
S-REIT 規則上、S-REIT 運用会社としての適格要件を定めた条項はありますが、不適格な運用会社
を規制するものはありません。その承認権限は通貨庁に与えられているため、受益証券保有者にとっ
て不確実性をもたらしています。
www.cfainstitute.org
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買収：2007 年 6 月、証券業協会（the Securities Industry Council）は、シンガポール合併 ･ 買収
規則（Singapore Code of Takeovers and Mergers, 以下「合併 ･ 買収規則」
）の適用範囲を S-REIT
にまで拡大することを決定しました。合併 ･ 買収規則は、当事者が REIT 受益証券全体のうち 30%
以上を取得する場合、あるいは 30%から 50%保有している保有者がさらに追加で全体の 1%以上を
6 カ月の間に取得する場合、公開買付を実施しなければならないことを定めています。
この規定は大抵ほとんどの国の買収規制にも見られるものです。しかし、一部の投資家、とりわけ既
存の受益証券保有者は、委任状争奪戦が絡むような敵対的買収事案に合併・買収規則が適用される
かどうかの規制当局の見解があれば、確実性が高まると感じています。

レンドリース US オフィス・トラスト（Lend Lease US Office Trust）
注：レンドリース US オフィス・トラストは、2003 年 11 月に社名をプリンシパル・アメリカ・オフィス・トラス
ト
（Principal America Office Trust: PAO）に変更しました。同社はマッコーリー・オフィス・トラスト
（Macquarie
Office Trust: MOF 44）により強制的に買収されたのち 2004 年 11 月に上場廃止となりました。

レンドリース US オフィス・トラスト
（以下
「トラスト」）は、1999 年にオーストラリア証券取引所に上場され、
米国のオフィス市場に投 資を行っています。そのスポンサーであるレンドリース社（Lend Lease
Corporation）は、オーストラリア証券取引所上場の総合不動産会社で、不動産開発、投資運用、プ
ロジェクトおよび建設管理、資産・不動産運用を手掛けています。同社の時価総額は、2010 年 10
月 29 日時点で 4,077 百万豪ドル（3,996 百万米ドル 45）でした。また、レンドリース社の 100％子会
社であるレンドリース USOT マネジメント・リミテッド社（Lend Lease USOT Management Limited、
以下「LLML」）がトラストの運用管理会社でした。
2003 年 6 月、レンドリース社は、米国不動産助言部門をモルガン・スタンレー社に売却する契約を
締結したことを受益証券保有者に通知しました。当該契約では、LLML 社の幹部がモルガン・スタン
レー社に移籍し、トラストの管理業務を継続することとなっていました。レンドリース社は、モルガン・
スタンレー社への売却がトラストの資産に影響をおよぼすことはなく、売却が受益証券保有者の最善
の利益であると説明しました。
トラストの筆頭受益証券保有者であったコロニアル ･ファースト ･ステート・インベストメンツ・リミテッ
ド（Colonial First State Investments Limited、以下「CFSI」
）は、部門売却と移籍に反対しました。
2003 年 9 月 17 日、CFSI 社は、二つの議案を協議し決議する目的で受益証券保有者総会の招集を
求める書面を LLML 社に送付しました 46。2001 年会社法セクション 601FM とパート2G.4 によれば、
5％以上の受益証券保有者は総会を招集し議案を提出することが可能です。書面による総会招集が
請求された時点で、CFSI 社はトラストの総受益証券の 21.7905%を保有していました。
一つ目の議案は、LLML 社を運用管理会社から解任するもので、二つ目は LLML 社解任後の新しい
管理会社としてプリンシパル・リアルエステート・インベスターズ（オーストラリア）リミテッド
（Principal
Real Estate Investors (Australia) Limited、以下「PREIA」
）の指名を提案するものでした。
CSFI 社が提案を行った理由は、新たな取り決めが受益証券保有者の最善の利益ではないと考えたか
らでした。具体的には、モルガン・スタンレー社の管理チームはトラストが現在所有する資産を管理
する十分な経験を持っていないと考えました。同社は米国におけるファンドとポートフォリオ運用の経
験と実績がある PREIA 社を選好したのです。さらに、独立取締役が過半数を占める管理会社がトラ
ストを管理する方が望ましいと判断しました。
PREIA 社は、2003 年 9 月 17 日付の捺印証書に、同社が運用管理会社を続ける限りにおいて取締
役の過半数を会社法で定義された社外取締役とすることを記載しました。さらに、PREIA 社は同じく
捺印証書に運用管理会社としての手数料体系を示し、契約書でトラストの管理手数料を資産総額の
0.5%から 0.4%に引き下げるとしました。モルガン・スタンレー社も約 1 ヶ月後の 2003 年 10 月 15 日
に受益証券保有者に対して同様の提案を行いました 47。

44
45
46
47

マッコーリー・オフィス・トラストは、現在チャーター・ホール・オフィス REIT（CQO）と呼ばれる。
2010 年 10 月 29 日時点の豪ドル／米ドル為替レート１豪ドル =1.02 米ドルで換算。
レンドリース US オフィス・トラスト、CFS からの通知に関する投資主への書面（2003 年 9 月17 日）
レンドリース US オフィス・トラスト、プレスリリース、モルガン・スタンレー社からの通知（2003 年 10 月15 日）
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LLML 社は、取締役会の推奨を示した外部の専門家レポートを 2003 年 10 月 23 日に公表しまし
た 48。LLML 社の取締役会と外部専門家はともに、
受益証券保有者が CFSI 社の提案を拒否し議案に
反対することを推奨しました。しかし、2003 年 11 月 14 日に開催された総会において、議案に反対
したのはわずか 44％で、PREIA 社が運用管理会社に指名されました。トラストはプリンシパル・アメ
リカ・オフィス・トラスト（PAO）と名称変更され、1 年後の 2004 年 11 月 25 日にマッコーリー・オフィ
ス・トラストに買収されるまで、その名称で取引されました。
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論点整理：この事例は、運用管理会社が受益証券保有者の最善の利益のために行動しないと考える
場合に、受益証券保有者がその権利を行使した好例です。上述のように、オーストラリアの受益証
券保有者は総会招集を請求し議案を提出することが可能です。本件では、筆頭受益証券保有者であっ
た CFSI 社は、トラストの運用会社を変更するために十分な支援を他の受益証券保有者から得ました。
本件はまた、オーストラリア史上初めて敵対的買収ではなく、受益証券保有者の議決によって運用管
the meeting. In this case, CFSI, the largest unitholder, gained enough support from other
49
理会社が解任された事例でもあります
。 of the trust. This case also represents the first time in
unitholders to oust the incoming manager
Australian history that a manager was removed through a unitholder vote rather than a takeover.49

フォーチュン・リート（Fortune REIT）

Fortune REIT

フォーチュン・リートは香港の資産を所有するシンガポールで最初の上場 REIT です。スポンサーは
Fortune REIT was the first REIT to be listed in Singapore holding assets in Hong Kong. It is
長江実業（集団）有限公司（Cheung Kong (Holdings) Limited、以下「長江実業」
）で、2003 年 8
sponsored by Cheung Kong (Holdings) Limited (Cheung Kong) and was listed on the Mainboard
月にシンガポール取引所メインボードに上場されました。同
REIT
は現在、九龍と新界にある
14 の
of the Singapore Stock Exchange in August 2003. It currently holds a portfolio of 14 retail shopping
ショッピング・モールと不動産を所有しています。2010
年 4 On
月 20
malls and properties in Kowloon and the New Territories.
20日、フォーチュン・リートは香港
April 2010, Fortune REIT listed
on the Hong Kong Stock Exchange.
取引所に上場されました。

On 24年August
Fortune REIT announced the proposed
acquisition of three properties in
2009
8 月 242009,
日、フォーチュン・リートは、香港で
3 件の不動産を購入し、その資金調達のため
Hong
Kong and a rights issue to raise HK$1.9 million
to fund the・リートの仕組みと増資計画
acquisitions.50 Given the
50
に
19 億香港ドルの割当増資を行う計画を発表しました
。フォーチュン
structure of Fortune REIT and the proposed capital raising, this case illustrates several governance
に関して、この事例はアジアの上場 REIT に共通するいくつかのガバナンスの問題を示しています。
issues that are common among REITs listed in Asia.
フォーチュン・リートの仕組み：フォーチュン・リート（図 14 を参照）は、香港およびシンガポール
Fortune REIT Structure. The structure of Fortune REIT (see Figure 14), similar to other REITs
における他の
in Hong KongREIT
andと同様に、スポンサーである長江実業により設定されました。長江実業は保有資
Singapore, was established by its sponsor, Cheung Kong. Cheung Kong placed
産を信託の中に組み込むと同時に、株式を一部所有する
ARA アセットマネジメント社
（ARA rights
Asset
assets in the trust while maintaining a share of the asset management/property
management
through a partly owned company, ARA Asset Management (the manager). Cheung Kong also kept
Management）を通じて資産運用・不動産管理の権利を保持しました。長江実業は、新しく設定さ
a substantial
share of the voting rights in the newly established trust.
れた
REIT の議決権も相当な割合で保有しました。

Figure
14. Structure of Fortune REIT
図 14. フォーチュン・リートの仕組み
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Cheung Kong is the second largest developer by market capitalization on the Hong Kong Stock
Exchange. Its largest unitholder is Li Ka-shing, the founder, chairman, and executive director, who
48
レンドリー
US オフ
ィス・own
トラスト、投資主宛て書面および外部専門家レポー
ト（2003
年 10
月 23manager
日）
along
withスhis
family
approximately 42 percent of Cheung
Kong.
The
is a wholly49
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Office,”
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50
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and
RightsREITs
Issue,” 受益証券保有者向け資料
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51
and
is the asset manager
for Acquisition
four other
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長江実業は香港取引所上場企業のなかで時価総額第二位の不動産開発会社です。同社の創業者で
会長兼執行役員の李嘉誠氏は、一族と合せて長江実業の株式を 42％所有しており、またリートの筆
頭受益証券保有者です。運用会社は ARA 社の 100％子会社であると同時に、長江実業も間接的に
所有しています。ARA 社はシンガポール取引所に上場されており、他にシンガポール、香港、マレー
シアで 4 つの上場 REIT の運用会社を務めています 51。
フォーチュン・リートの 2009 年度アニュアル・レポートに開示してあるように、長江実業も子会社を
通じて間接的にフォーチュン・リートの受益証券を 35.7%保有しています。
物件購入および割当増資の詳細：2009 年 8 月 24 日付け開示文書で、フォーチュン・リートは 3 件
の購入対象物件につき買取り価格、外部評価、費用控除後利回りを含む詳細を開示しました。1 対
１の割当増資については、824,879,427 口で 18 億 8,900 万香港ドルを調達する見込みであることを
示しました。増資はすべて引き受けられ、長江実業とその子会社も引き受けに合意しました。
希薄化：フォーチュン・リートは、見積財務諸表に買収と割当増資の効果について幾つかの数値を示
しました。表 5 は、フォーチュン・リートの開示文書からの抜粋です。

表 5. フォーチュン・リートの NAV と利回りの希薄化
買収・増資前

買収・増資後

一口あたり NAV（HK $）

7.5

4.8

分配金利回り（%）

9.0

7.2

出典：フォーチュン・リート、2009 年 8 月 24 日付け開示文書

1 対 1 割当増資は実質的に発行総数を 2 倍にするため、一口当たり NAV と分配金利回りは結果とし
て大幅に低下しました。
バリュエーション：開示文書に示された情報に基づくと、3 件の不動産について費用控除後利回りは
4.8%から 5.7%の間でした。フォーチュン・リートの所有物件は郊外にあるにもかかわらず、この利回
りは香港の一等地にあるショッピング・モールの利回りと同程度であり、新規不動産の質と成長見込
みが同程度であることを示唆するものでした 52。
フォーチュン・リートは、不動産査定のため独立した鑑定会社 2 社（ナイトフランク (Knight Frank)
およびサヴィルズ (Savills)）を使い、購入と割当増資への助言のために独立したファイナンシャル・ア
ドバイザー（KPMG）を雇いました。
関連当事者取引：3 件の取引はそれぞれの売主が長江実業か同グループの関連会社であったため、す
べて関連当事者取引に該当しました。不動産の購入総額が関連当事者取引の基準値を超えていたた
め、購入にはシンガポール取引所上場マニュアル第 9 章と不動産ファンド・ガイドライン第 5 項に従っ
て、受益証券保有者の承認が必要でした。支配受益証券保有者で利害関係者である長江実業は投
票を棄権しました。外部のファイナンシャル ･アドバイザーは購入が通常の取引条件の範囲内である
ことを確認しました。
手数料：信託約款では、運用会社は不動産購入価格、本件では 20.4 百万香港ドルの 1％を購入手数
料として受け取ることができました。この手数料は受益証券で支払うこととされていました。購入後
には運用会社が不動産を運用するため、信託約款に定められた運用報酬を受け取ることもできまし
た。不動産にかかる運用報酬は、不動産の価値に対する年率 0.3％の基本報酬と各不動産の費用控
除後収入に対する年率 3.0％の実績報酬で構成されていました。
ホワイトウォッシュ免除：長江実業は既にフォーチュン・リートの大口受益証券保有者であり、割当
増資を引き受けていたため、買収法ルール 14.1(b) に従って既存受益証券保有者に対して強制買い付
けを行う必要があったと思われます。この規制を回避するため、運用会社は長江実業および関連会
社が保有あるいは支配していない受益証券について、独立受益証券保有者に強制買い付けを受ける
権利の放棄を求めました。実質的に、フォーチュン・リートが割当増資の全額引き受けを確保するた
51 Suntec REIT(Singapore)、Prosperity REIT(Hong Kong)、AmFIRST REIT(Malaysia)、Cache Logistics Trust(Singapore).
52 比較として、香港の別の大手開発会社である香港ランド（SGX: HKLand）はセントラル地区の一等地にあるプリンス・ビルディ
ングの価値を保守的にわずか 5.5％と見積もっている（香港ランド、2008 年業績発表）
。
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めに、ホワイトウォッシュ免除が使われたのです。ホワイトウォッシュ免除は香港およびシンガポール
特有の慣行です。
開示文書は、長江実業（およびその関連会社）と独立受益証券保有者の持分について、様々な割当
における口数と割合を表で示しました。すべての受益証券保有者が保有割合に応じて割当を引き受
けたならば、長江実業の保有割合は変わりません。しかし、最も極端なケースでは、他の受益証券
保有者が割当に応じなければ、割当増資の 100％を長江実業が引き受けることとなり、その保有割
合は 65％以上になります。
そうした大幅な希薄化の恐れから、多くの受益証券保有者が割当を引き受け、取引を承認せざるを
得ませんでした。
臨時受益証券保有者総会：フォーチュン・リートの臨時総会は、3 議案の検討と議決のために 2009
年 9 月 11 日に開催されました。
1. 3 不動産物件の購入（通常決議）
2. ホワイトウォッシュ決議（通常決議）
3. 増資を容易にするための信託約款の変更（特別決議）
独立したファイナンシャル・アドバイザーと独立役員は、3 議案すべての承認を推奨しました。
9 月 11 日、運用会社はすべての議案が可決されたことを発表しました。議決の内訳は取引所におけ
る公表文書には示されませんでした。
論点整理：発表当日、受益証券保有者は持分を投売りし、フォーチュン・リートの時価総額は 10.5%
減少しました。受益証券価格の下落は保有者が取引に不満だったことを示すものでした。
高い希薄化とバリュエーション：受益証券保有者の主な懸念は、総口数が実質 2 倍となる結果、NAV
および一口当たり分配金が大幅に希薄化することでした。この事実と高い資本比率が重なって、取引
が実際にフォーチュン・リートの価値創造に繋がるのかどうか投資家に疑問を抱かせました。
多くの関連当事者取引：長江実業とその関連当事者は、3 つの異なる役割を果たしました。フォーチュ
ン・リートの支配受益証券保有者としての立場に加え、運用会社として、そしてフォーチュン・リート
に対する不動産の売主として、取引に関わりました。独立したファイナンシャル・アドバイザーと独立
役員（役員会の 3 分の１を占める）が取引を推奨し、独立受益証券保有者が承認したにもかかわらず、
長江実業が買い手と売り手の両当事者として深く関与したことは著しい利益相反を生み出しました。
手数料体系：本事例における中心的な問題ではありませんが、この取引は REIT の手数料体系に関す
る共通の問題を浮き彫りにしています。運用会社は、購入後に購入手数料を得ると同時に、資産規
模が拡大したため基本報酬と実績報酬の形で増加した報酬を受け取ることが可能となりました。これ
らの報酬は、運用会社による価値創造と利益増大を促すのではなく、運用会社に資産規模を拡大さ
せる動機付けとなっており、それが本件でも生じたのです。

FC レジデンシャル投資法人
J-REIT の現在の仕組みは、特殊なガバナンス構造に関連した利益相反の可能性を提起しています。
この点についての興味深い事例が FC レジデンシャル投資法人（以下「FC レジデンシャル」
）の事例
であり、2010 年初めに広く話題となりました。
この J-REIT の基本的な仕組みは図 15 に示されています。
役員兼任制と関連当事者取引：本事例で特に興味深いのは、役員兼任制です。2010 年 3 月初め、
当 J-REIT から正式に委託された資産運用会社であるファンドクリエーション不動産投信株式会社（以
下「FC 不動産投信」）の CEO が、当 J-REIT の CEO を兼任しました。この役員兼任が利益相反の可
能性を生じさせました。
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Figure
15.レジデンシャル投資法人の仕組み
Structure of FC Residential J-REIT
図
15. FC
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Source: Information
from FC Residential Investment Corporation public disclosure documents.
出典：FC
レジデンシャル投資法人の公表資料

On
Residential disclosed
that it had purchased real estate from a company affiliated
3
月25
25March,
日、FCFC
レジデンシャルは、FC
不動産投信の関連会社から不動産を購入したと公表しました。
with
FC
REIT
Advisers.
In
other
words,
the J-REIT was buying an asset from an affiliate of its asset
言い換えると、当 J-REIT は関連会社である資産運用会社から資産を購入していたのです。J-REIT
の
management company. Because the CEO of the J-REIT was also the CEO of the asset manager at
CEO が同時に資産運用会社の CEO を兼務していたため、少なくとも一時的に J-REIT の投資主の間
the same time, there was at least temporary concern about the appropriateness of this deal among
で取引の正当性について疑念が生じました。
investors in the J-REIT.
第三者割当
：2010
年 4 月 6 日、FC
レジデンシャルは、いちごアセット・グループと関連のある東京
Third-Party
Allocation.
On 6 April
2010, FC Residential announced it would privately place
の特定目的会社
社に
27,776 口を私募で割り当てると発表しました。価格は一口あたり18
27,776 units to 2
two
Tokyo-based
special purpose companies affiliated with Ichigo Asset 万円で、
Group.
The 50
price
was set at ¥180,000 per unit, or almost ¥5 billion in total. According to a company
総額
億円でした。同社の発表によれば、払込金は債務の返済に充てられる予定でした。
announcement, the proceeds would be used to pay back debt.
私募で発行される投資口が既に発行済みの 32,700 口に加わるため、既存投資主の権利を著しく希
The units issued in the private placement would supplement the 32,700 units previously issued by
薄化するものでした。別の発表で、FC レジデンシャルは「一時的な」希薄化を認めたものの、増資
the company, thus resulting in substantial dilution to existing unitholders. In a separate
により債務を返済するため信用力を高めると主張しました。また、同社は、増資によって低価格で高
announcement, FC Residential admitted to the “temporary” dilution but argued that the capital
級資産を購入できるため、REIT
の収益力を強めることにもなると主張しました。
injection would increase its credit
strength because debt was repaid. Apart from this, the company
argued that the deal would strengthen the REIT’s income stream because it would be able to
私募発行が発表された
4 月at6low
日の終値が
acquire high-grade assets
prices. 23.4 万円だったにもかかわらず、発行価格は一口 18 万円
に設定されました。少なくとも 2010 年初め以降、終値が 18 万円を下回ったことはなく、1 月 29 日
The price per18
unit
in the private placement was set at ¥180,000, although the closing price 万円
on 6
の日中底値が
万円をわずかに下回っただけでした。国内大手証券会社の計算によると、18
April, the day of the announcement of the new issue, was ¥234,000. Since at least the beginning
という価格は 2009 年 10 月期末の状況に基づく一口当たり純資産価額を 61％下回っており、同時点
of 2010, the daily closing share price had never been below ¥180,000,
and only on 29 January was
53
の評価価値に基づく推定純資産価額を
54％下回る価格でした
。 at a major Japanese securities
the day’s low briefly below ¥180,000. According
to the calculations

firm, ¥180,000 would correspond to a discount of 61 percent to book value per share based on
報道によれば、本件に関与したいちごアセット・グループの東京にある関連会社が主に特定資産の購
the situation at the end of the business period in October 2009, or a 54 percent discount to
入と管理に関わりました。増資後には、これら
2 社がそれぞれ
estimated net asset value based on appraisal value
at the same22.96％の持分を保有する筆頭投資
point in time.53
主となる予定でした。それまでの筆頭投資主の持分が 23.24％から 12.56％に低下し、第 2 位の投
According to news
reports,
the two Tokyo-based affiliates of Ichigo 2
Asset
Group involved in this
資主の持分は
9.93％から
5.37％に低下することとなりました。これら
社の特定目的会社はいちご
deal were mainly engaged in acquiring and managing special assets. After the transaction, these
アセット・グループの関連会社であるため、同グループがほぼ 46％を保有する筆頭投資主となるもの
two companies would become the top unitholders of the company, each with a 22.96 percent stake.
でした。同時に、FC
不動産投信が
FCwould
レジデンシャルの持分を
ト・
The previous top unitholder’s
stake
decrease to 12.564.15%保有しており、いちごアセッ
percent from 23.24 percent, while
グループに売却されれば、同グループが総投資口数の
50％以上を保有することとなりました。
the previous second-largest unitholder’s stake would decline to 5.37 percent from 9.93 percent.
Because these two special-purpose companies are affiliated with Ichigo Asset Group, this group
FC
レジデンシャルのローン・
（LTV）は、資産を購入した
3月
25 日時点で、
would
become the largest トゥー・バリュー・レシオ
unitholder, owning almost
46 percent. At the same
time,
FC REIT
2
社の国内大手証券会社から
40％未満と推定されました。J-REIT
50％であること
Advisers
held 4.15 percent of
FC Residential, which, if sold to の平均
Ichigo LTV
Assetが約
Group,
would give
Ichigo more than 50 percent of total units.
を考慮すると、増資による債務返済の経済合理性は一部の市場参加者に明白ではありませんでした。
The
loan-to-value
ratio (LTV) for FC Residential,
on 25 March, when
the asset purchase was made,
4
月 26
日、その時点で発行済み投資口総数の
23％以上、7,600
口を保有していた金融会社のエス
was
estimated
by
two
major
Japanese
security
firms
to
be
less
than
40
percent.
Considering that the
ジェー・セキュリティーズ社（SJ Securities）は、東京地方裁判所に一時的な差し止めを求める訴え
average LTV for a J-REIT is around 50 percent, the economic rationale for the capital injection—
を提起しました。新聞報道によれば、投資信託が投資口発行にあたり資産に照らして公正な価格を
namely, debt repayment—was not immediately apparent to some market participants.
設定することを求めた規則に、FC レジデンシャルの役員が違反したと主張されました。
53 Nomura Securities Co Ltd, Tokyo, “Tokyo chisai ga FC residensharu no daisan wariate zoshi wo sadome,” Japanese

Equity Research–Flash Report (12 May 2010).
53 野村證券「東京地裁が FC レジデンシャルの第三者割当増資を差し止め」
、日本株リサーチ・フラッシュレポート（2010 年
cfa 日）
institute
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5 月 11 日、東京地方裁判所は差し止め請求を認め、FC レジデンシャルに私募増資の中止を命じまし
た。FC レジデンシャルは不服を申し立てましたが、東京地方裁判所が申し立てを退けたため、増資
計画を中止せざるをえませんでした（2010 年 5 月 12 日発表）
。
裁判所の判断と投資信託法：裁判所の判断は、募集投資口の払い込み金額は投資法人の保有する
資産の内容に照らし公正な金額としなければならないとする、投資信託法第 82 条 6 項に基づくもの
でした。公正な金額について詳細な定義はありませんが、裁判所は「払込金額が公正な金額とは認
められない．．．発行は投資法人に取り返しのつかない損失を与えかねない」と判断しました。
同条項（投資信託法第 82 条）は、投資口を発行する場合、投資法人の代表役員が募集投資口の口
数や払込金額など主な事項を定めるものと規定しています。これらの代表役員が行う決定は、投資
法人の役員会の承認を得なければなりません。投資主自身は、
その意思決定に関与する権限を持たず、
承認する権利もありません。言い換えれば、投資主は募集を承認する権限を有していないのです。
論点整理：本事例は、J-REIT に共通する多くのガバナンスの問題を示しています。本来は投資主が
J-REIT を所有していますが、実際はスポンサーがスポンサーの利益のために既存投資主の利益を犠
牲にするような方法で権限を行使する立場にいます。裁判で増資計画が差し止められなかったならば、
そうした状況がまさに本事例で生じていたことになります。特に興味深いのは、第三者割当によって
第三者を大口投資主とする募集計画で発行価格があまりにも低かったために、既存投資主が裁判所
に訴えたばかりでなく、裁判所が初めて第三者に不利な判断を行ったことです。
J-REIT の投資主の権利が十分に守られているかどうかについては、議論の余地があると思われます。
本事例で示されたように、スポンサーが経済的な影響力を行使するために J-REIT の投資口を実際に
大量に保有する必要がなかったため、この問題は特に重要です。

森ヒルズリート
2008 年 9 月 16 日、東京証券取引所に上場されている J-REIT のひとつである森ヒルズリート投資法
人（以下「森ヒルズリート」）は、一連のプレスリリースで第三者割当による新投資口発行と不動産売
買について公表しました 54。一般的な状況下では、特に J-REIT への投資家は新投資口が既存投資主
以外の第三者に割り当てられることに慣れているため、この発表は注目に値するものではないかもし
れません。しかし、本件について興味深い点の一つは、すべての取引が、森ヒルズリートのスポンサー
である森ビル株式会社（以下「森ビル」）を相手方としているという事実でした。当該取引の基本構造
は図 16 に示されています。
発行要領によると、森ヒルズリートが発行する 29,400 口の新投資口のすべてが森ビルに割当てられ
ていました。計画された第三者割当以前に、既に森ビルは発行済投資口数 129,000 口の 15%にあた
る 19,518 口を保有していたため、発行後に森ビルの保有比率は 30.7%に上昇することになりました。
新投資口の一口当たり発行価額は 500,000 円とされました。森ヒルズリートのプレスリリースによる
と、この発行価額は発行決議日の前日終値に 5.7%のプレミアムを上乗せした価額に相当するもので
した。野村證券のアナリストは、レポートの中で、500,000 円は 2006 年 11 月の上場時における
IPO 価格の 750,000 円と比較してスポンサーに極めて有利な価格であると解説しました 55。同アナリ
ストは、2008 年 7 月時点の 1 投資口あたり簿価 573,000 円から見ても、新投資口の発行価額はス
ポンサーにとって有利であると指摘しています。
当発行による手取金 147 億円は、スポンサーである森ビルが保有する不動産 2 物件の購入に使用さ
れる予定でした。また、その取引の一部として、森ヒリズリートはスポンサーに居住用不動産 1 物件
を売却することになっていました。

54 プレスリリースは同社ウェブサイト www.mori-hills-reit.co.jp/en/ に掲載されている。
55 野村證券「様々な反響が予想される森ヒルズリートの第三者割当と物件売買」日本株リサーチ－フラッシュレポート（2008
年 9 月17 日）
WWW.CFAINSTITUTE.ORG
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図
16. 森
Figure
16.ヒルズリートとスポンサー間の
Basic Structure of Dealings between MHR and
the Sponsor
取引の基本構造
森ビル株式会社

Mori（REIT
Building Co.
(REIT Sponsor)

スポンサー）

REITがスポンサーから
buys 2 properties
REIT
sponsor, sells
1
2 from
物件を購入、1
物件
property to sponsor
をスポンサーに売却

Sponsor makes
スポンサーが
REIT に
additional
investment in
追加投資
REIT
Mori Hills REIT
森ヒルズリート
Investment
投資法人
Corporation
（J-REIT）
(J-REIT)

offered per unit was very favorable for the sponsor.55 Even looking at the book value per share of
¥573,000 as of July 2008, the same analyst
suggested that the price for the
new issue was
取得価格については、一つ目の不動産は
55 億円でした。当該不動産の稼働率は
94.3%でした。第
advantageous
to
the
sponsor.
三者の不動産鑑定会社が当該不動産の評価額を取得価格より低い 50 億 2500 万円で算定していた
ことを踏まえると、明らかに森ヒルズリートは賃貸料の引き上げに楽観的であったと言えます。二つ
The ¥14.7 billion in proceeds from this offering, MHR reported, would be used toward the
目の不動産についても、取得価格
372 億円に対して、第三者の不動産鑑定会社による評価額は
356
purchase of two properties belonging
to Mori Building, its sponsor. As part of the arrangement,
MHR would sell one residential unit to the sponsor.
億円でした。
In terms of acquisition price, one property would be purchased for ¥5.5 billion.
This property’s
新規取得した不動産から見込まれる賃料収入と居住用不動産の売却益を加味して、
森ヒルズリートは、
utilization rate was 94.3 percent. Apparently MHR was optimistic about its ability to raise rents
2009 年 1 月までの半期分配金（DPU）を 13,500 円にすると発表しました。前期の分配金は 14,117
because a third-party property appraisal company valued the property at ¥5.025 billion, which was
円でした。翌事業年度の分配金を考慮すると、新投資口発行による効果はそれほど際立つものでは
lower than the actual price of the asset transfer. In the case of the second property, MHR purchased
ありませんが、既存投資主の保有分の価値が実質的に希薄化される事実は変わりません。
it for ¥37.2 billion and a third-party appraisal firm estimated its value to be ¥35.6 billion.
森ヒリズリートは、森ビルを割当先としたことを正当化する理由として、不動産投資の資金調達が厳
Including rental income projections for the newly acquired properties and the revenues from the
sale of the residential unit, MHR announced a distribution per unit (DPU) of ¥13,500 for the halfしい当時の環境を指摘しました。同時に、森ヒルズリートは、これらの追加資金がなければ資産規
year ending January 2009. The DPU of the preceding period was ¥14,117. Although the effect of
模を拡大する投資機会を失うとも説明しました。
the new issue is not as pronounced when DPU figures for the following business period are
considered, the fact remains that holdings of existing unitholders would be diluted substantially.
本取引に関与した当事者間の特殊な関係と実際のガバナンス慣行をより詳細に観察すると、森ヒルズ
リートの既存投資主の観点から別の問題が浮き彫りとなります。
17 でその基本的な問題点を示し
MHR justified the choice of Mori Building as the allottee 図
with
the then-prevailing difficult
ています。
environment for obtaining funds for investment in the real estate market. At the same time,
MHR held that without these additional funds an opportunity for expanding its asset scale would
本取引が完了すると、スポンサーは森ヒルズリートの発行済投資口数の
30%以上を保有することに
be missed.
なります。取引前の保有比率はおよそ 15%でした。本取引は関連当事者取引、すなわち、J-REIT と
An additional
interpretation from the standpoint of existing MHR unitholders comes from a closer
J-REIT
の大口投資主でもあるスポンサーとの取引に該当するにもかかわらず、既存投資主の承認が
look at the proprietary relationships of the parties involved and prevailing governance practices.
必要とされませんでした。
Figure 17 shows the basic issues.
また、非上場のスポンサーが
J-REIT の運用会社を
100％保有しています。前述のとおり、J-REIT
の
After the transactions were complete,
the sponsor
would hold more than 30 percent of MHR’s
基本的な仕組みでは、資産管理を運用会社に委託します。本事例では、スポンサーあるいはグルー
total outstanding units. Previously, the sponsor held around 15 percent. Although these constitute
transactions between related parties, namely between the J-REIT and
its sponsor that at the same
プ会社の元職員が、運用会社の役員に任命されると同時に、J-REIT
の執行役員にもなりました。こ
56
time
holds
a
substantial
part
of
the
J-REIT’s
units,
no
approval
by
existing
unitholders was needed.
うした役員の兼任は、上場 J-REIT と非上場の運用会社の強固な関係を築くものと見なされます
。

The unlisted sponsor wholly owns the J-REIT’s asset management company. As has been explained,
森ヒルズリートの投資主の利益を考慮すれば、森ヒルズリートが、投資主の承認を必要とせずスポン
the basic structure of a J-REIT calls for the outsourcing of asset management functions to an asset
サーと重要な取引を行う状況が望ましいかどうかは少なくとも疑問です。
management firm. In this particular case, individuals who had originally served at the sponsor or
a group firm were
appointed as directors at the asset management firm and at the same time
本事例の締めく
くりとして、森ヒルズリートの翌年度以降の分配金が大幅に低下したこと、スポンサー
became executive directors at the J-REIT. These interlocking directorships can be seen as serving
との不動産取引を継続したために LTV が悪化したことを追記します。
to further cement the ties between the listed J-REIT and its unlisted asset management firm.56
55 Nomura

Securities Co Ltd, Tokyo, “Samazamana hankyo ga yoso sareru mori hills reit no daisanshawariate to
bukkenbaibai,” Japanese Equity Research—Flash Report (17 September 2008).
56 Alexander Flatscher, CFA, and Lee Kha Loon, CFA, authored a report in 2010, called “Inter-Corporate Network
Dealings and Minority Shareholder Protection—Cases in Japan,” which presents in more detail the issues pertaining
to related-party transactions in Japan. The report is available at www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2010.n3.1.
56 日本における関連当事者取引の問題に関する詳細については、Alexander Flatscher, CFA、Lee Kha Loon, CFA 共著 “InterCorporate Network Dealings and Minority Shareholder Protection – Cases in Japan”（日本語訳「企業ネットワークにおける
cfa institute
asia-pacific reits
©2011
取引と少数株主保護－日本の事例」
）を参照。www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2010.n3.1.
©2011 CFA INSTITUTE



アジア太平洋地域の REIT

REITs_Sections_012011.fm Page 46 Thursday, January 20, 2011 11:19 AM

46

46

Figure
17. Illustration of the Issues with the MHR Transactions
図
17. 森ヒルズリートの取引における問題の例示
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asset
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Mori
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Directorates
2名

Interlocking
involving
REIT directorates
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directors who元職員が役員を兼任
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注：森An
ヒルズリートの執行役員の
人は森ビル・インベストマネジメント株式会社の
CEO を兼任し、前職はスポンサー会社の職
Notes:
executive director of1MHR
is concurrently the CEO at Mori Building
Investment Management and had
been員でした。
employed by the sponsor right before assuming present functions. Another executive at MHR is serving as
別の執行役員は、森ビル・インベストマネジメント株式会社の社長でもあり、前職はスポンサーのグループ会社の職員で
president
of Mori Building Investment Management and was employed by a group company of the sponsor right
した。森ビルと森ビル・インベストマネジメント株式会社は非上場です。
before
assuming present functions. Mori Building Co. and Mori Building Investment Management are unlisted.

Sources:
Information
press release on 16 2009
September
2008 and business period report for half-year business
出典：2008
年 9 月 16from
日付けプレスリリースおよび
年 1 月までの半期決算報告書より
period until January 2009.

Considering the interests of the holders of investment units in MHR, it is at least questionable
論点整理：本事例は、様々な
whether
a situation in whichJ-REIT
MHR によって実行されている関連当事者取引の性質が投資口の価値
engages in substantial dealings with its sponsor without the
に影響することを示しています。また、本事例における不動産取引と第三者割当の正当性を詳細に論
necessity of approval by unitholders is desirable.
じることは本レポートの範囲を超えますが、ここで記述された事実は、投資主の利益を保護する程
As an epilogue to this story, not only did MHR’s DPU decline considerably in subsequent periods;
度について問題を提起しています。
its LTV ratio deteriorated because it continued to engage in real estate transactions with its sponsor.
本事例では、スポンサーは、J-REIT の所有者とみなされる投資主の承認を必要とすることなく、取
引不動産の売買双方の価格を実質的に決定することが可能でした。本事例では、投資主に不利な取
by
a variety of J-REITs, is reflected in the value per unit held by unitholders. Although a thorough
引価格が設定されたことを示唆する証拠がみられます。スポンサーのみに割当てられた新投資口の
discussion
of the appropriateness of the real estate dealings and third-party allotment of units in
this
case is beyond the scope
of this paper, the facts described give rise to questions related to the
発行価格も同様です。こ
うした関連当事者取引に対して投資主の承認を必要としなければ、スポン
degree
of
protection
of
unitholders’
interests.
サーは、自己の利益のために行動することが可能になります。本事例では、スポンサーである森ビル

Summary of Issues. This case shows how the nature of related-party transactions, as practiced

が、運用会社を
100％支配すると同時に、上場
J-REIT
The
sponsor in this
case could practically set both
the との役員兼任を通じて、重大な支配力を行使
selling prices as well as the purchasing price
しました。そのため、不利益な関連当事者取引から投資家を保護する措置に関して多くの改善すべき
of
the traded properties without needing approval from the supposed owners of the J-REIT, the
unitholders.
Signs in this case suggest that the prices were set at the disadvantage of unitholders.
余地があります。
The same holds for the issue price of the new units, which were solely allotted to the sponsor.
Without unitholders’ approval for these types of related-party transactions, the sponsor has the
ability to act in its own interests. In this case Mori Building, the sponsor, had significant control
because it had 100 percent control over the asset management firm, as well as through interlocking
directorates with the listed J-REIT. Therefore, considerable room for improvement exists in
relation to investor protection measures against abusive related-party transactions.

www.cfainstitute.org
WWW.CFAINSTITUTE.ORG
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セクション 5：既存の REIT 構造に関する推奨
元々、外部運用者（エージェント）と REIT の投資主（プリンシパル）の間にはプリンシパル・エージェ
ント間の利益相反が潜んでいるため、ガバナンス問題の多くは外部の運用会社が運用する REIT で生
じています。とりわけ、信託形式の REIT は、統制の方法が会社とは異なるため、会社に見られるガ
バナンス慣行や基本的な株主権が REIT にあてはまらないことがあります。
このセクションでは、外部運用という仕組みは変更できないものと想定していますので、ここでの推
奨事項のねらいは、現在の REIT におけるガバナンス慣行を短期的に改善するための実務的かつ直接
的な方法を提示することです。長期的な観点からのあるべき REIT のガバナンス構造については、セ
クション６において、その主要な特徴を示しています。
なお、補足 B で、香港の REIT に関する情報と、シンガポール、オーストラリア、日本の REIT の実
例を紹介しています 57。記載している項目は、REIT が支払う手数料の概略とともに、投資主にかかる
情報、運用会社、スポンサー、および大口投資主の概略、REIT 運用会社の取締役会に関する情報
です。補足 B の表は、このセクションの補足資料として参照して下さい。

REIT 運用会社における取締役会の独立性

推奨：REIT 運用会社の取締役会にガバナンスを求めることを、運用会社の認可要件に含めなけ
ればなりません。取締役会の役割は、REIT 運用会社および REIT の運営を独立した立場で精査
し監督するものでなければなりません。
◆	REIT 運用会社の取締役会は、その半数以上を独立取締役としなければなりません。ここで

「独立」とは、経営陣、スポンサー、大口投資主ではないということです。
◆	会長の役割は、CEO（最高経営責任者）の役割と異なるばかりではなく、経営陣、スポンサー、

大口投資主から独立したものでなければなりません。
◆ 利益相反の可能性がある取締役の兼任を認めるべきではありません。

本推奨は、すべての外部運用 REIT に適用され、運用会社と受託会社が別であるか、単一の責任主
体であるかを問いません。例えば、日本では、REIT の役員会は、資産運用の責務を外部の運用会
社に委託します。REIT のガバナンスとすべての意思決定は REIT の役員会レベルでなされるべきもの
ですが、そうでない場合もあります。実際に、J-REIT では運用会社の取締役会が実質的に統制して
いるため、REIT 運用会社に係る議論は、原則的に J-REIT にも当てはまります。
外部運用 REIT では、運用会社は別会社であり、大抵の場合、スポンサー（補足 B を参照）が所有
しています。どの国・地域の運用会社においても、取締役会が自社を監督し、そのガバナンス基準
を維持する包括的な責任を負っています。
どの国・地域においても、運用会社は、管轄する規制当局の許認可を得ています。このルールが設け
られた目的は、運用会社が、資産の運用会社として機能できる能力と経験を有していることを確保す
ることにあります。許認可要件として、運用会社が維持しなければならない最低資本金額、遂行でき
る業務およびできない業務、また取締役会に必要な要件（もしあれば）を定めています。
運用会社は上場会社であることを求められていないため、許認可文書に定めのない限り、いかなる
公的なガバナンス基準にも従う必要はありません。運用会社が上場会社の完全子会社である場合は、
親会社に適用される規則や基準が運用会社にも適用されます。ただし、外部運用されている REIT の
特質上、一般的に利益相反の可能性は上場会社よりも大きいため、上場会社に対するガバナンス規
則を遵守するだけでは、投資主の利益を保護するには十分とは言えません。
シンガポールでは、通貨庁の許認可ガイドライン上、シンガポール取引所に上場されている REIT を
運用する許認可を受けた運用会社が、コーポレート・ガバナンス規則を遵守するものと定めていま
57 J-REIT に関する情報は、関連性が少ないか公表されていないため、全てが入手できているわけではありません。
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す 58。また、オーストラリアでは、全ての上場会社が、オーストラリア証券取引所コーポレート・ガバナ
ンス評議会（the ASX Corporate Governance Council）が定めた推奨事項をどの程度取り入れてい
るか開示することを求めており、通常、上場 REIT は、運用管理会社（RE）のガバナンス慣行を報告
しています 59。
独立取締役会 : 外部運用という仕組みは、スポンサー／運用会社と投資主の間に重大な利益相反を
引き起こします。かかる状況において利益相反を統制し、運用会社がスポンサーと緊密な関係にあっ
ても確実にその責務を果たすようにするためには、運用会社の取締役会の構成と取締役の独立性が
極めて重要となってきます。
シンガポールでは、コーポレート・ガバナンス規則のなかで、取締役の 3 分の 1 を独立取締役とする
よう定めており 60、オーストラリアでは、独立取締役が過半数を占めることが推奨されています 61。そし
て、日本では、監督役員の数が執行役員よりも 1 名以上多くなければならないとされています 62。各
地域における REIT の実例によれば、すべての REIT 運用会社は上記ルールを遵守しています（補足
B 参照）。ガバナンスや上場規則に定める規制には法的な根拠はないため、違反した場合でも罰則は
ありません。唯一オーストラリア市場だけは、取締役会の過半数が独立取締役でない場合、独立し
たコンプライアンス委員会の設置が法的に義務づけられています。
香港のコーポレート・ガバナンス規則は、上場会社に対して、3 名以上の独立取締役を置くよう求め
ています。ただし、集団投資スキームについては、当該ガイドライン遵守が求められておらず、証券
先物委員会許認可ガイドラインにも独立取締役に関する規制はありません。それでも、すべての香港
REIT の運用会社は、その取締役会にきちんと 3 名の独立取締役を置き規則を遵守しています（補
足 B の表１を参照）63。
一方、REIT 運用会社の遵守状況に拘わらず、スポンサーが取締役の選任・解任について完全な裁量
を有している場合においては、取締役が
「真」に独立しているかどうかを検証することは困難となります。
とりわけ、スポンサーと REIT の間の利益相反が顕著にみられるのは、取締役の兼任、つまりスポン
サーおよび REIT 運用会社の取締役会に共通の取締役がいる場合です。また、同じ取締役が同一の
スポンサーや持株会社が所有する様々な REIT 運用会社で取締役を兼任している場合も問題となりえ
ます。
真の独立性の欠如や取締役の兼任についてより分かりやすく説明するために、シンガポール上場
の不動産ファンド運用会社、ARA アセット・マネジメント・リミテッド（ARA Asset Management
Limited、以下「ARA 社」）を例にとってみましょう。同社は、香港（プロスペリティ・リート、フォーチュ
ン・リート）、シンガポール（フォーチュン・リート、サンテック・リート、CACHE ロジスティクス・リート）、
そしてマレーシア（アムファースト・リート）において複数の REIT を運用しています。各 REIT の運用
会社は異なりますが、いずれも ARA 社の完全子会社です。
例えば、フォーチュン・リートの運用会社は、ARA アセットマネジメント（フォーチュン）リミテッド、
プロスペリティ・リートの運用会社は、ARA アセット ･ マネジメント（プロスペリティ）リミテッドですが、
両社とも ARA 社の完全子会社です。それら 3 社とも、個別に取締役会を設けていますが、ARA グルー
プの CEO であり 36.8%を有する大口受益証券保有者であるジョン・リム（John Lim）氏は、3 社全
ての取締役となっています。また、ジャスティン・チウ（Justin Chiu）氏は 3 社すべての非業務執行
会長であるほか、長江実業の業務執行取締役を務めています。長江実業は受益証券保有者（15.6%）
かつ ARA の関連会社であり、フォーチュン・リートおよびプロスペリティ・リートのスポンサーでもあ
ります 64。興味深いことに、両運用会社の取締役のひとりは、自分の経歴に両社の独立非業務執行取
締役（INED）と記載しています。それと同時に、長江実業の上場子会社である長江インフラストラク
58 シンガポール通貨庁、証券先物法（Securities and Futures Act）第 8 条 5 項（Cap 289）
；Guidelines on Criteria for a
Capital Market Services License and Representative’s License（2002 年 10 月1日制定、2010 年 5 月14 日改正）
：
59 オーストラリア証券取引所上場規則 4.10.3 参照
60 シンガポール通貨庁, コーポレート･ガバナンス規則（2005 年 7 月）ガイドライン 2.1 参照
61 オーストラリア証券取引所コーポレート･ガバナンス評議会 , Recommendation 2.1, in Corporate Governance Principle
Recommendations with 2012 Amendments, 2nd ed.(August 2007): www.asx.com.au/about/pdf/cg_principles_
recommendations_with_2010_amendments/pdf. 参照
62 投資信託及び投資法人に関する法律、第 95 条参照
63 例外はリンク・リートで、取締役会の 90 から 81%は独立取締役。なお、リンク・リートは内部運用 REIT です。
64 追加情報については、www.ara-asia.com/home/corp/shareholdering.html 参照
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チャー・ホールディングス（Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited）の独立非業務執行取
締役とも明記しているのです。
セクション４で紹介したセントロの事例も、REIT 運用会社の取締役会が、当該 REIT の持分の過半
数を保有するスポンサーの取締役会と同一である場合、どのように利益相反が発生するかを物語っ
ています。
独立会長 : 会長は、議題の設定、取締役会での議事進行、すべての取締役特に独立非業務執行取
締役からの発言を促し、高いガバナンス基準を強化するなど、多くの重要な責務を負っています。
CEO と会長の明確な分離も利益相反を縮減するうえで重要であり、これによって、取締役会が独立し
た意思決定を行う能力を高めることになります。
当レポートで調査した実例によれば、すべての REIT において、CEO と会長の間には明確な職務の分
離が見られます。しかし、スポンサーが取締役を選任できること、およびその REIT 運用会社との関
係を前提とすれば、職務の分離は取締役会レベルでの独立した意思決定を確保するには十分でない
かもしれません。実際、運用会社の会長の多くが、スポンサーや大口投資主と関連を有しています。
かかる状況は、特に香港において見られ、そこでは、運用会社の会長がスポンサーの会長もしくは
副会長を兼任しており、当該スポンサーが REIT の支配的な受益証券保有者となっています。
例えば、香港のチャンピオン・リート（Champion REIT）とリーガル・リート（Regal REIT）では、
いずれの運用会社もスポンサーの 100%子会社であると同時に、当該スポンサーの会長である創
始者は、当該 REIT の実質的な筆頭受益証券保有者でもあります。チャンピオン・リートのスポン
サーであるグレイト・イーグル・ホールディングス（Great Eagle Holdings）の会長／創業者で執行
役員である羅嘉瑞（Lo Ka Shui）氏は、チャンピオン・リートの 63.6% を保有しており、リーガル・
リートのスポンサーであるリーガル ･ ホテル ･ インターナショナル・ホールディングス（Regal Hotel
International Holdings）の会長兼 CEO でかつ創始者の子息でもある羅旭瑞
（Lo Yuk Sui）氏は、
リー
ガル・リートの 74.5%を保有しています。両氏とも、それら REIT の会長も兼ねています。表 6 でその
詳細を、補足 B の表１でさらに詳しい情報を記載しています。
独立会長を推奨しているのはオーストラリアだけであり、その結果、オーストラリアは当レポートで調
査した実例のなかで独立会長のほうがより一般的である唯一の国です。

表 6. チャンピオン・リートおよびリーガル・リートの運用会社、筆頭保有者、スポンサー
チャンピオン・リート

リーガル・リート

運用会社

Eagle Asset Management (CP) Ltd

Regal Portfolio Management Ltd

REIT スポンサー

Great Eagle Holdings Ltd

Regal Hotels International Holdings Ltd
(RHIHL)

REIT の筆頭保有者
REIT の議長

Lo Ka Shui、Great Eagle Holdings Ltd
（63.57%）の会長、創始者、社長
Lo Ka Shui

Lo Yuk Sui、RHIHL（74.5%）の会長、
創始者子息、CEO
Lo Yuk Sui

出典：補足 B の表１より

年次投資主総会（AGMs）

推奨：年次投資主総会の開催をすべての REIT に義務づけなければなりません。
REIT 運用会社および受託会社の取締役および経営陣は、年次投資主総会に出席しなければな
りません。投資主は、運用担当者が投資主の最善の利益のために REIT を運用していることを
確保するため、その意思決定について面と向かって質問する権利を有していなければなりません。
年次総会は投資主に対する運用会社の説明責任を向上させ、投資主に REIT の実績および戦略
に関する最新情報を伝える機会を提供します。
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会社は通常、会社の経営者および取締役会が会社の実績、運営、戦略に関する情報を株主に提供
する場として年次株主総会を開催することが求められます。株主側にとっては、自分が投資する会社
の実績に関して意見を述べ、経営者や取締役会に質問することができる重要な場でもあります。
信託形式の REIT は会社ではないため、会社法（Companies Law）は適用されません。REIT が年次
総会の開催を求められることは少なく、その代わりに、信託約款の内容変更や新規発行、買収など
を行う際に受益証券保有者の承認が必要な場合にのみ総会を開催するのが普通です。こういった総
会は一般的に特別総会（EGM）として開催されます。
例えば、香港やオーストラリアでは、REIT は年次総会を開催する義務がありません。しかし、会社
法（Corporations Act）または上場規則による定めはありませんが、オーストラリアではオーストラリ
ア証券取引所コーポレート・ガバナンス評議会（ASX Corporate Governance Council）が、
「会社は
株主と効果的なコミュニケーションを図り、株主の総会への参加を促す目的でコミュニケーション方
針を設定し、その方針またはその概要を開示すべき」と推奨しています 65。
J-REIT においても年次総会の開催を求める規則はありません。むしろ、役員の任期が最長 2 年で選
任には投資主の承認を必要とすることなどから、REIT は総会を 2 年に 1 度開催すれば十分です。し
かし、年次総会開催の義務はないものの、ここで例として取り上げた REIT は J-REIT を除いてすべて、
年次総会と必要な場合には特別総会を開催しています。
シンガポール通貨庁（MAS）は近年、不動産ファンド指針（Property Fund Guidelines）を改定し、
REIT に年次総会の開催を義務付けました。通貨庁が年次総会開催の義務付けを初めて提案したの
は 2005 年 6 月でした。しかし当時の市場では、一定数の受益証券保有者から要求があった場合に
のみ年次総会を開催するのが適切という考えが一般的でした。通貨庁が 2009 年 5 月に見直した指
針は市場から前向きな評価を受けたため、通貨庁は 2010 年 1 月 1 日以降、すべての REIT に毎暦
年１回、15 カ月を超える間隔をあけずに総会を開催することを義務付けました。通貨庁はこの決断を
下した主な理由を２つあげています。１つは、上場企業間における基準の一貫性と国際的なベスト・
プラクティスを維持するため、もう１つは、新規発行に関して受益証券保有者から権限を獲得または
更新する必要がある時などに REIT にとっての柔軟性を向上させるためとしています。

所有構造および関連当事者取引（RPT）

推奨：大口投資主である関連当事者の名称と持分を開示するとともに、重要な関連当事者取引
を独立した専門家が精査し、上場証券取引所に開示し、独立した役員および投資主が承認しな
ければなりません。66
すべての REIT（および REIT 運用会社）は、ベスト ･プラクティスとして「利益相反および関連
当事者取引に関する方針」を策定した上で書面化しなければなりません。そのなかには「関連当
事者」の定義、関連当事者との取引が必要となる理由、利益相反となる状況や関連当事者に対
処する内部統制手続きを盛り込まなければなりません。
関連当事者取引（承認・開示基準を満たす取引）について、以下の対応をしなければなりません。
1. 独立したアドバイザーが調査し、公正市場価値のみが適用されていることを確認すること
2. 役員会の承認を要する場合には、
「利害関係のない」役員が承認すること
3. 上場証券取引所に報告し、遅滞なく投資主に開示すること
4. （重大であれば）投資主の決議による承認を求め、関連当事者は棄権すること

65 ASX Corporate Governance Council, Corporate Governance Principles and Recommendations with 2010 Amendments,
2nd ed. (August 2007): 11 (www.asx.com.au/pdf/cg_principles_recommendations_with_2010_amendments.pdf).
66 CFA 協会の関連当事者取引に関する考え方についての追加情報は、Lee Kha Loon, CFA, and Abe De Ramos, “Related Party
Transactions Cautionary Tales for Investors in Asia” (January 2009): www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/ccb.v2009.n1.1.
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アジアの REIT に多く見られる特徴として、スポンサーが REIT の持分を大量に保有していることが
よくあります。スポンサーの持分は直接または子会社や関連会社を通じて間接的に保有していること
があり、大口になることがあります。例えば、香港では、スポンサーによる REIT の平均保有率は約
40％です。スポンサーと運用会社が関連当事者である場合も多く、その場合、運用会社はスポンサー
の完全子会社（直接または間接的に）あるいは関連会社となっています。同様のことが不動産管理
会社においてもよく見られます。
このような所有構造においては、関連当事者取引を避けることはほぼ不可能です。さまざまな当事者
が関連当事者取引を不正に利用して少数投資主の利益を損なうようになってくると問題が生じます。
典型的な例は、関連当事者間における資産譲渡で、よくあるケースは非上場会社から上場会社への
高値での譲渡です。スポンサー（大口投資主である場合が多い）が役員会において会長など多数の
地位を占めている場合は REIT の所有と管理の分離がなく、問題はさらに悪化します。
最近の関連当事者取引の例としては、
セクション4で述べたフォーチュン・リート
（Fortune REIT）
のケー
スがあります。このケースでは、当該 REIT の大口保有者でかつ運用会社の一部を間接所有するスポ
ンサーが、当該 REIT に 3 件の不動産を売却する取引において関連当事者とみなされました。
所有構造自体を変えることができなくても、関連当事者による大量保有は年次報告書で開示すべき
です。この方法は、香港、シンガポール、オーストラリアですでに実施されていますが、日本ではま
だ浸透していません。年次報告書や証券取引所のリリースだけで大口投資主を判別することは困難
です。REIT は、大口投資主である関連当事者の実態や保有割合を子会社や関連会社の保有分も含
め自主的に開示すべきです。そうすることで、“ 利害関係のある ” 当事者を判別することができ、取引
によっては関連当事者が決議に参加しないよう徹底する手助けにもなります。
関連当事者取引の悪用を避けるには適切な抑制と均衡を備えることが重要です。すべての国において
関連当事者取引に関する規制があります。香港とシンガポールにおいては REIT 規則で、日本では投
資信託法で、オーストラリアでは会社法（Corporations Act）でそれぞれ定められています。
独立した評価と意見：さらに重要な抑制措置として、売却または購入する不動産の独立した評価があ
ります。シンガポールと香港では独立した不動産鑑定士による評価が REIT 規則で要求されています。
REIT 規則では独立した評価の必要件数を特定し、鑑定士が満たすべき独立性、経験、資格などの
条件も具体的に定めています。鑑定士は REIT や受託会社、運用会社、REIT の大口投資主から独立
していることを証明しなくてはなりません。取引が公正かつ合理的であることを示した独立した専門
家による意見書を別途用意することもよくあります。
開示と承認：鑑定書や独立した専門家による報告書は、関連当事者取引の詳細を記載した証券取引
所向け配布文書のなかでも開示しなければなりません。香港とシンガポールでは、取引価額に一定の
基準値が定められており、この基準値を超える取引に関しては、上場証券取引所への即時開示や受
益証券保有者による承認が必要となります。オーストラリアでは、開示や受益証券保有者による承認
を必要とする基準値を設けてはいませんが、重要な取引の開示は継続的に行われています。日本に
おいては、資産運用会社が関連当事者取引に関する情報の開示責任を負い、REIT はスポンサーが
関与する関連当事者取引の詳細を示した報告書を提出する義務があります。
監視義務の一環として、こうした取引には、香港とシンガポールの受託会社またオーストラリアの運
用管理会社（RE）の取締役会の承認も必要です。日本では、スポンサーと REIT 間で行われる通常
の関連当事者取引に関して、J-REIT の役員会の承認は必要ありません。資産運用会社の取締役会さ
え取引を承認していれば、それ以外の承認を得る必要はありません。
関連当事者取引の承認における最終関門は、投資主による承認です。関連当事者取引からの投資主
保護を改善するためには、重要な取引、特に、資産譲渡を伴う取引や小口投資主に希薄化をもたら
す取引については、関連当事者を除く投資主の投票による承認を条件とするべきです。日本以外の、
香港、シンガポール、オーストラリアでは、関連当事者取引を行うには、受益証券保有者による承認
が必要で、関連当事者は決議に参加することができません。
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運用会社の地位保全
推奨：信託約款や資産運用契約には、なんらかの方法で運用会社が地位保全を図ることや投資
主の権利を制限するような条項を設けてはなりません。
当該条項が IPO（新規株式公開）時に含まれていれば、目論見書等の文書のなかで明確に開示
しなければなりません。当該条項を上場後に加えるならば、投資主の承認を求めなければなり
ません。こうした方法によって、経営支配権市場が効果的に機能し、また、投資主が決議によっ
て運用会社を解任する権利を有するため、投資主の権利が守られます。

運用会社にとって、REIT の運用権には極めて高い価値があります。手数料という形で、確実かつ永
続的な多額の収益が確保されるからです。運用会社はこの収益を守るため、容易に解任されないよう
な、あるいは解任された場合にも依然として運用報酬を手にすることができるような、地位保全の方
法を考え出す場合があります。
REIT では、運用会社の地位保全策として３つの方法があります。
キャプティブ REIT：前述のとおり、スポンサー（運用会社の親会社である場合が多い）が REIT の大
口投資主であれば、買収防衛が可能です。REIT を直接保有しているスポンサーには議決権があるた
め、
「腕力」を使って自己の利益に最も合致する議案を通すことができます。このような大口投資主
としての地位や役員会を利用して REIT を実質的に支配できるため、第三者が買収実現に必要な承
認を得ることをほぼ不可能にすることができます。
先取権：運用会社は、現在の運用会社を実質的に固定するような条項を運用契約に盛り込むことに
よって、運用報酬を確保することもできます。先取権も、REIT の運用権獲得に興味を持つ買収者に
その試みを思い止まらせる効果を持ちます。
先取権は共同所有物件に関して設定されることが多く、運用・支配状況が変化する場合に、所有者
の受益権を守る効果があります。しかしながら、先取権を運用会社やスポンサーの関連当事者が持
つ場合には、この権利が問題となることがあります。
図 18 の例では、子会社 A はスポンサーの子会社であり、運用会社の関連当事者に該当します。子
会社 A は REIT が保有する不動産の 50%について先取権を持っています。買収者 A は、運用会社の
交代を目的として REIT の買収を目論んでいるとします。しかし、支配状況の変化をきっかけとして子
会社 A が先取権を行使すれば、子会社 A は現在保有していない不動産の残り 50%を取得すること
ができます。事実上、買収者 A は買収を断念し、運用会社の、ひいてはスポンサーの収益が守られ
ます。同様に、たとえ投資主が議決により運用会社を解任しようとしても、子会社 A が REIT 保有不
動産の先取権を行使するきっかけを作ることになります。
支配状況の変化や運用会社の変更に際して行使できる先取権があれば、明らかに、REIT や、さらに
重要なことには運用会社の地位が脅かされることはなく、投資主の負担によって運用権と報酬が守ら
れることになります。投資主は運用会社の解任権を行使することができず、また買収防衛策があるた
め、支配権プレミアムを実現することができません。
運用契約期間：運用会社の地位保全となる別の方法は、運用契約期間を長期に設定しておき、運用
会社が解任された場合にも手数料収入を確保する方法です。これはオーストラリアに実例があります。
APN/UKA ヨーロピアン・リテール・トラスト（APN/UKA European Retail Trust、オーストラリア証
券取引所上場：銘柄コード AEZ）は当初、外部運用管理会社を用いた信託として設立されました 67。
運用管理会社は、自社が 50%保有する APN/UKA マネジメント社（APN/UKA Management Ltd.）
という第三者に、信託の資産運用を委託しました。この運用会社は、物件の取得・売却に関連するサー
ビスに加え、保有物件の日常的管理の監督にも責任を負っていました。基本運用報酬は、運用管理
会社に 10%が、運用会社に 90%が信託より支払われていました。運用会社の運用契約期間は 20 年
67 APN.UKA European Retail Trust, “Product Disclosure Statement” (9 March 2006) : 136
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Figure
18. Example of a Problematic Pre-Emptive Rights Scenario
図 18. 問題含みの先取権シナリオの例
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percent of the total base management fee and the asset manager’s share was not to exceed 90
とされ、さらに
5 年の更新を
2 回行うオプションが付いていました。運用契約には、義務不履行以
percent of the total
base management
fee. The asset manager was appointed for a term of 20 years
with two options to extend for periods of 5 years each. In the asset management agreement, there
外の理由で運用会社が解任される場合には、契約残存期間分の基本運用報酬相当額を途中解約手
were provisions that stated if the asset manager was terminated other than by default of its duties,
数料として運用管理会社と投資主が運用会社に支払う旨の条項がありました。
the RE and owners would be liable to pay an early-termination payment to the asset manager
representing the value of the base management fee that would have been payable to the asset
20
年という運用契約期間と途中解約手数料が組み合わさって、あらゆる買収の試みを阻止する効果
manager
had the agreement not been terminated.
がありました。支配状況が変化すれば途中解約条項が発動され、多額の資金が運用会社、すなわち
The 20-year management term, together with the early termination/payout clause, had the effect
運用管理会社に移転することになりました。この事例は、運用管理会社が手数料収入を確保し、ま
of deterring any takeover attempt. Any change in control would have triggered the earlyた支配権を獲得しようとする買収者を排除する別の方法を示すものです。
termination clause and a significant transfer of money to the asset manager and, essentially, the
responsible entity. This case illustrates that this is another way the RE can protect its fee income
and fend off potential bidders vying for control.

REIT 運用会社の解任

Removing the REIT Manager
推奨：投資主は REIT 運用会社を解任および選任する権利を持たなければなりません。
Recommendation. Unitholders should have the right to remove and appoint the REIT manager.
また、投資主は、投資主総会を召集し、運用会社の解任・選任の議案を提出し、運用会社の解
They should also have the right to call a meeting, put forward a resolution to remove/appoint
任あるいは選任について公正な投票による普通決議を求める権利を持たなければなりません。
the manager, and participate in a fair vote on an ordinary resolution to remove or elect a
manager.
外部運用形態による REIT の場合、投資主は REIT の持分を保有しますが、運用会社の持分を保有
Given the structure of externally managed REITs, unitholders have an interest in the REITs but
するものではありません。したがって、投資主には運用会社の取締役を選任する権利がありません。
not in the managers. Therefore, unitholders have no rights when it comes to appointing directors
ガバナンスに関する報告のほとんどは、運用会社の取締役をその REIT 運用会社の取締役会や株主、
to the manager’s board. Most governance reports state that the appointment of directors to the
つまり実質的には
のスポンサーが選任している、と指摘しています。その結果、運用会社の取
manager’s board REIT
is decided
by the board and the unitholders of the REIT manager, which is
締役会は通常スポンサーの代理人で占められ、指名委員会が設置されることは稀です。
essentially the REIT sponsor. Consequently, boards are usually stacked with representatives of the

sponsors and nominating committees are rare.
投資主はたとえ運用会社の取締役の選任・解任権を持たなくても、運用会社自体の解任権は持って
いなければなりません。投資主は、その投資価値の最大化のために、運用会社の運用能力に依存し
Although unitholders do not have rights to appoint or remove directors, they should have rights
to remove managers. Unitholders are dependent on managers to operate in a way that maximizes
ています。そのため、投資主には能力の低い運用会社を解任・変更する権利が必要なのです。また、
unitholder value. For this reason, unitholders need to be able to vote out underperforming
運用会社の新たな地位保全策とならないように、総会召集権や議案提出権を得るために必要な議決
managers and replace them. It is also important that the thresholds required to call meetings or
権をあまり多くしないことが重要です。投資主には、その権利を実際に行使するか否かは別として、
現実に行使できる機会が与えられなければなりません。
©2011 cfa institute
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日本では、J-REIT が会社型であるため、投資主は他の日本企業の株主と同じように株主総会で投票
する議決権を与えられています。日本のルールでは、投資主は執行役員と監督役員
（社外取締役に相当）
の選任が可能です。その結果、投資主には 2 つの防衛線があります。すなわち、投資法人の役員を
解任することもできますし、または運用会社を解任するために総会を招集することも可能です。投資
主は投資主総会で過半数の賛同が得られれば、役員を解任できます。同様に、運用会社との契約解
除の議決も過半数の同意により成立します。
オーストラリア、香港、日本、シンガポールでは、投資主が持つべき権利の状況は以下のとおりです。
１．総会召集権。4 ヶ国・地域すべてにおいて、投資主は総会召集権を持っています。総会召集に
必要な議決権比率は、日本の 3%から香港とシンガポールの 10%まで、国・地域により異なります。
オーストラリアでは、運用管理会社に、総会召集と召集・開催に係る費用負担の義務が課されて
います。
２．運用会社解任の議案提出権。投資主が運用会社および運用管理会社の解任決議を提案できる
のは、オーストラリアのみのようです。運用管理会社は、そのような議案をすべての受益証券保
有者に通知しなければなりません。香港、日本、シンガポールの規制では、このような議案提出
権の有無は不明確です。
３．普通決議への公正な投票権。4 ヶ国・地域すべての投資主は、普通決議で運用会社を解任する
権利を有しています。香港では、決議要件が総投資口の 75%から、2010 年 6 月に、議決権を
行使可能な出席投資主（自らあるいは委任状による）の過半数に下げられました。以前は、運用
会社が保有する（また保有しているとみなされる）投資口、および取締役、共同経営者、その他
支配関係者など、運用会社の継続に利害がある投資主には議決権がありませんでした 68。

運用報酬体系

推奨：報酬体系は、投資主の利益と運用会社の利益を一致させるように設定しなければなりま
せん。
実績報酬は、運用会社が優れた実績に対して報酬を受け、悪い実績の場合には投資主と損失を
共有するように設定しなければなりません。実績報酬を、投資口価格の相対的上昇率や投資口
当たり分配金
（distribution per unit: DPU）などの実績に連動させることは、
利益をより一致させ、
潜在的なエージェンシー問題を軽減することになります。

外部運用の場合、関係者間でどのような報酬体系とするかは、投資主の報酬控除後リターンに大き
な影響を与えます。REIT によって支払われる最も一般的な手数料は、REIT の運用会社の運用報酬、
物件取得・譲渡手数料、不動産管理手数料、および信託報酬です。信託報酬を除き、REIT が支払
う手数料は、しばしば REIT のスポンサーが実質的に受け取ります。
REIT の運用報酬にはさまざまな方式が存在しますが、最も一般的な体系は、基本報酬と実績報酬
によって構成されています。オーストラリア、香港、およびシンガポールでは、基本報酬は一般的に
運用資産額に一定料率を掛け合わせて計算します。本レポートで調査した実例では、基本報酬料率
が 0.1％から 0.6％のレンジにあります
（補足 B 参照）。A-REIT では、このレンジの高い方にありますが、
これは運用会社が資産管理会社としての役割も果たしており、したがって、信託報酬をさらに支払う
必要がないためと思われます。日本では、基本報酬は賃料収入、キャッシュフロー、あるいは資産
残高などを基準に算出します。

68 “Code on Real Estate Investment Trusts” (June 2010 and June 2005) の Section 5.14 参照。2010 年 6 月の改正にかかる
諮問によれば、この改正の根拠は、運用会社の選任・解任の議決権を全投資主に認めることにより、REIT の支配権の経済
的価値と整合性が取れ、またオーストラリアやシンガポール等の他の国際市場と平仄を合わせられる、としています。SFC’
s Consultation Conclusion (June 2010) :11 の Section 52 参照 (www.sfc.hk.sfc/doc/EN/speeches/public/consult/REIT_
Commitiosns_June2010.pdf ) 参照。
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実績報酬は投資主にとり最も大きい問題です。実績報酬にはさまざまな計算方法がありますが、し
ばしば純賃料収入に基づいて算出されます。しかし、この方法には潜在的に２つの問題が含まれて
います。１つ目は、報酬算出の際に純利益から借入コストを控除していないこと、そして２つ目は、
報酬が運用会社の実際の運用成果に連動していないことです。
そのような報酬体系の下では、REIT が純利益を増やしつつも、高い借入コストのために分配可能利
益は同じペースでは増大しない可能性があります。この状況では、REIT 全体の運用成果は優れたも
のではなくても、運用会社の報酬は高いまま維持されることになります。そのため、運用会社に運用
成果の悪化を避けるインセンティブが働かず、有利な借入れ条件を獲得する動機も存在しません。
実績報酬は会社役員のインセンティブ報酬に当たるものであり、したがって投資主の投資価値増大を
反映した評価基準に連動すべきです。このようにすることで、運用会社は良好な運用成果に対して報
酬を受け取り、運用成果の悪化に対して責任を負うことになります。
一例としては、シンガポールのアセンダス・リート（Ascendas REIT）の場合のように、１口当たり分
配金の増加に連動した報酬体系とすることが考えられます。１口当たり分配金を基に実績報酬を計算
することは、運用会社の報酬を分配金という目に見える形で投資主の利益に直接結び付けるだけでな
く、報酬を１口当たりで計算することで投資口の増加も考慮することになります。そのため、希薄化
すれば報酬を得ることができなくなります。
もう一例は、オーストラリアで一般的な手法です。REIT の運用成果が一定期間に REIT セクター指
数を上回った場合にのみ実績報酬を受け取ることができるとするもので、運用成果が指数を上回る
水準に応じて報酬が増加します。REIT の運用成果が指数を下回った場合には、その下回った部分を
回復して初めて、運用会社は実績報酬を受け取ることが可能となります。表７は、シンガポールとオー
ストラリアの実績報酬の例を示したものです。

表７. シンガポールとオーストラリアの実績報酬例
REIT

実績報酬の定義

アセンダス・リート
（Ascendas REIT）
（シンガポール）

年度毎に、１口当たり分配金（DPU）の増加率（実績報酬控除前）が 2.5％
を超えた場合、保有不動産残高の 0.1％。DPU 増加率が５％を超えた場合、
さらに保有不動産残高の 0.1％。

コモンウェルス・プロパティー・
オフィス・ファンド（Commonwealth
Property Office Fund)
（オーストラリア）

ファンドのトータルリターン（分配金および元本増加）が S&P/ASX200
商業用不動産アキュムレーション指数（当 REIT を除く）を上回った場合、
最初の超過収益１％につき、総資産ベースで超過収益の５％、超過収益
が１％を超える場合は、超過収益の 15％。指数を下回った場合は、これ
を上回るまで運用管理会社は実績報酬を受け取ることはできない。報酬
の上限は、６ヶ月当たり総資産の 0.15％とする。

出典：補足Ｂ、表２のデータ

運用会社はしばしば、運用報酬に加えて、不動産の売買価格の一定割合を物件取得・譲渡手数料と
して受け取ります。REIT の資産ポートフォリオの中で、一定の入れ替えが行われること自体は適切で
すが、こうした売買にかかる手数料の存在は、ポートフォリオの過度な売買を誘発する要因となります。
また、これは本質的に資産拡大を促すものであり、投資主の利益を損ねる可能性があります。もし運
用会社が物件取得のため借入を行う場合は、特に実績報酬が借入コストを考慮しなければ、問題は
より複雑となります。運用会社が、単なる資産拡大ではなく、アクティブな運用判断に対して報酬を
受け取るような仕組みとするべきです。

レバレッジ制限
推奨：適切なガバナンス慣行が存在し投資主の権利が守られている限りにおいて、規制により借
入れに制約を設ける必要はありません。
借入れを行うかどうかは、事業判断に任せるべきです。透明性を高めるために、REIT は財務制
限条項や信託約款のなかで課せられている借入れ制限についての関連情報を、適切に開示しな
ければなりません。
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REIT のレバレッジ制限は、国・地域によって異なります。アジア太平洋地域で制限を設けている国・
地域では、通常、借入れの上限を総資産の 50％程度に定めています。タイは、いかなる形であれ借
入れを禁じており、逆にオーストラリア、ニュージーランド、および日本は一切の借入れ制限を行って
いません。
世界の 2 大 REIT 市場であるアメリカとオーストラリアは、レバレッジ制限を行っていません。それに
もかかわらず、平均借入れ比率はそれほど高いというわけではなく、アメリカで 55％、オーストラリ
アで 35％となっています 69。当レポートの調査対象４市場のうち制限を設けているのは、香港とシン
ガポールだけです（補足Ａ参照）。
レバレッジを制限する最も明白な理由は、特に市場が急成長しているときに、運用会社が負債水準
を過度に高めることから投資主を守るためです。しかし、なぜレバレッジ制限が意図したように機能
しないのかについて、もっともな理由が存在します。
REITの競争力の阻害：REIT は、純利益の大半あるいは全額を投資主への分配金として払い出すため、
内部留保による成長は制限されます。そのため、REIT は資本市場から資金調達を行う必要があり、デッ
トとエクイティのどちらでファイナンスするかを決める必要があります。この選択は、市場環境に依存
します。
例えば、金利水準が低いときは、全体の資本コストを引き下げるため、エクイティ・ファイナンスより
もデット・ファイナンスの方が望ましい手法です。この状況でレバレッジ制限がある場合、最も有利
な条件で資金を調達し物件取得を行う REIT の能力を制限することになります。もし REIT がファン
ド拡大のため債券市場から資金調達を行えなければ、最適な選択ではない株式市場で資金調達せざ
るを得ません。市場はこうした制約を知っているため、REIT がレバレッジ上限に近づけば投資家は
投資口発行を予期するため、投資口価格は下落圧力を受けることになります。
レバレッジ制限はプロジェクトの資金調達において費用増加につながるだけではなく、プロジェクト
から必要とされる収益率を押し上げるため、価値創造に繋がる成長機会を制限することにもなります。
事業判断か規制当局の判断か：企業の投資資金調達にレバレッジ制限が存在しないにもかかわらず、
なぜ REIT には必要とされるのでしょうか？企業の取締役および執行役員がレバレッジ上限の管理責
任を有するため、REIT の資本構造については事業判断に任せるべきです。規制当局が債務に制限
を設けるかどうかにかかわらず、銀行が REIT（および企業）に資金を提供する際は、債権者の利益
を守るため、いくつかの財務制限条項を設けます。REIT が借入を行うことができる金額については、
投資主の利益を守るため、しばしば信託約款や定款に定められています。

REIT のガバナンス
推奨：香港、シンガポール、オーストラリアの REIT は信託形式であるため、運用会社と投資主と
の間の利益相反を最小限とし監視を高めるための最良のガバナンス構造は、
単一責任主体（single
responsible entity）です。
この構造の下では、単一責任主体のみが投資家に対する説明責任を負います。この単一責任主
体が、投資主のために資産を保管し、独立した立場で REIT を監督する責任を負います。こうして、
受託会社の役割と責任に関する混乱が解消され、独立した役員会やコンプライアンス委員会に
代わる役割を果たします。

本レポートで検討した 4 市場には 3 通りの主要なガバナンス構造が存在します。香港、シンガポール、
オーストラリアの REIT はすべて信託形式ですが、それぞれの国・地域でファンド運用の責任主体は
異なります。香港およびシンガポールの信託は二当事者制度を採用しているため、別の主体として運
用会社と受託会社があります。一方、オーストラリアの信託には責任主体があります。日本の上場
69 アーンスト・アンド・ヤング（Earnst&Young）
、”Global Real Estate Investment Trust Report 2010: Against All Odds”
(2010):22(www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global...Report_2010_-_Against_all_ odds/.../EY_Global_REIT_
report_2010_-_Against_all_odds.pdf)
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J-REIT は信託ではなく投資法人です。個別 REIT 市場の詳細についてはセクション 3 をご参照くだ
さい。
香港のリンク・リートおよびオーストラリアのステープル構造を除けば、シンガポール、香港、日本、オー
ストラリアの上場 REIT はすべて外部運用となっています。
REIT はその性質上、保有資産の所有と管理が分離されています。専門の運用チームが投資家の合
同資産を管理しており、受益者である投資主の投資は受動的です。この構造は投資主と内部者との
間で利益相反を生じさせる可能性があります。運用会社は投資主の最善の利益のために行動する受
託者責任を負いますが、所有と管理の分離は、運用会社あるいは関連当事者が自己の利益のために
投資主を犠牲にして資産を利用するリスクを高めます。このリスクは様々な形で顕在化することがあり
ます。例えば、スポンサーが水増し価格で資産を REIT に売却することによって、資本関係のある関
係会社の利益のために関連当事者間で資産を売買することがあります。したがって、内部者が資産
を悪用するリスクを最小化するために REIT が厳格なガバナンス構造を持つことが重要です。
証券監督者国際機構（International Organization of Securities Commission: IOSCO）で論じられ
ているように、合同投資スキームのガバナンスとして、REIT は運用会社やスポンサーなどの内部者の
利益ではなく、投資主の利益のために組成され、運営されるようにしなければなりません。合同投
資スキームのガバナンスに関する同機構の基本原則のひとつは、
「独立主体」が独立した精査および
70
監督の主たる担い手となることです 。
REIT のそれぞれの形式におけるガバナンス上の主要な独立主体は以下のとおりです。
◆ 信託形式（香港およびシンガポール）受託会社（および REIT 運用会社の取締役会）
◆ 信託形式（オーストラリア）—運用管理会社（RE）の独立取締役あるいはコンプライアンス委員会
◆ 投資法人（日本）—役員会

REIT の法的形態によって独立主体は異なりますが、その役割は同じあり、独立した立場で REIT を
監督するとともに、REIT とその最終的な所有者との間で業務上生じる利益相反を制限することです。
日本およびオーストラリアの場合には、REIT の役員会および運用管理会社の独立性を確保すること
が重要です。香港およびシンガポールの場合には、受託会社が実際に独立した立場で運用会社の業
務を精査し監督することによってのみ、その役割を達成することができます。実務上、受託会社は主
にカストディアンとして行動するため、本来の監督業務ではなく投資主に代わってコンプライアンス・
チェックを行っています。受託会社の行動は受動的であることが通常で、REIT の運用に干渉するこ
とはなく、投資主の代わりに運用に関与するものとは見られていません。
このように監督が困難であることを一因として、オーストラリアはファンド運用の二当事者制をやめた
のです。二当事者制は受託会社が運用会社の行動を監督することを理想として設けられました。受
託会社は投資主の利益のために信託資産を保管するばかりではなく、運用会社が信託約款および適
用法令に従って REIT を運用しているかどうかを監視する責任を負っています。
しかし、運用会社と受託会社の責任分担を明確に理解することは実務的に困難です。そのため、ど
の当事者が最終的な説明責任を負うのかについて投資主を混乱させており、何らかの誤りが生じたと
きに重大な問題となります。現在の規制下では、単一責任主体が信託資産に対する最終的な責任を
負っており、独立した取締役会やコンプライアンス委員会の設置など（セクション 3 を参照）運用管
理会社（RE）に厳しい規制を課すことが、独立した立場で監督を遂行する能力を強めます。
日本の投資法人は運用機能やカストディ機能をアウトソースできるため、単一責任主体と同じような
役割を果たしています。しかし、投資主の最善の利益に最終的な責任を負うのは投資法人の役員会
です。
単一責任主体：オーストラリアでは管理投資法（MIA）が単一責任主体を導入した際に、様々な問合
せや見直しが行われました。投資家の利益を保護するためにどの構造が最終的に優れているかにつ
いては、現在まで議論が続いています。

70 IOSCO が作成した「合同投資スキームのガバナンス検証、パート II」
（2007 年 2 月）を参照。
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オーストラリアの最近の経験を例にとり、単一の運用管理会社（RE）に対する主な賛否両論を表 8
に対比しています。

表 8. 単一の運用管理会社に対する賛否両論
賛成

反対

単一の主体が資産に対する一切の責任を負い損失を
負担する。

第三者のカストディアンが管理投資スキームの資産を
管理する義務がない。

強制的なコンプライアンスの取り決め（コンプライア
ンス計画、コンプライアンス委員会等）による投資家
保護、および関連当事者取引からの保護を強める。

管理投資スキームはリアルタイムの監視を求められてい
ない。

運用管理会社に対する法規制の強化

運用管理会社は受託会社より自己資本が小さいため、
ファンドが清算された場合の補償が少ない可能性があ
る。

運用管理会社は免許を受けなければならず、管理投
資スキームは監督機関に登録されなければならない。

利益相反が増加する。

主な論点は 2 つあり、管理投資法の下で第三者のカストディアンを義務づける規定がないこと、およ
び運用管理会社（RE）モデルではリアルタイムのモニタリングがないことです。運用会社からカストディ
業務を切り離すことは、国際的にベスト・プラクティスと見なされており、証券監督者国際機構（IOSCO）
の原則ではすべての合同投資スキームの重要な慣行と認識されています。管理投資法はこの方法を
義務づけてはいないものの、運用管理会社が自ら資産を保有し、管理業務を法的あるいは商業上の
関連当事者あるいは独立した第三者のカストディアンにアウトソースすることを認めています。
2003 年に行われた調査では、法定義務ではないものの、90%以上を REIT が占める不動産関連ス
キーム全体の 78%が外部の独立したカストディアンを使っていました 71。それは REIT が商業上あるい
は良識的な理由から、自らカストディ業務を行うことについて、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）
の基準を満たすことができなかったためと思われます。監督については、管理投資法が運用管理会
社にいくつかの新たな法規制を加えました。運用管理会社は、独立取締役が取締役会の過半数に満
たない場合には、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス計画を策定して、独立監査人
による監査を毎年受けなければなりません。
シンガポールは 2003 年に「ビジネス･トラスト」と呼ばれる同様の制度を導入しました。証券先物
法に準拠する合同投資スキームである REIT とは異なり、ビジネス･トラストはビジネス･トラスト法の
規制を受けます。ビジネス･トラストが不動産に投資する際には、不動産投資のみに制限されること
なく、不動産開発事業を行うことも可能です。
オーストラリアの管理投資スキームとビジネス･トラストの間には共通点があります。受託会社と運
用会社を結合させる根拠は、ビジネス･トラストが不動産事業を積極的に行うため、独立した受託会
社が運用会社の事業判断を適切に理解し監視することが困難であることです。オーストラリアと同様
に、ビジネス･トラスト法は、利益相反の回避を目的とした受託会社兼運用会社への法定義務の追加、
取締役会の独立性の強化、ガバナンス慣行の開示など様々なガバナンス措置を受託会社兼運用会社
に課しています。

71 Grant Moodie and Ian Ramsay, “Managed Investment Schemes: An Industry Report,” Centre for Corporate Law
and Securities Regulation, University of Melbourne (2003): 36 (http://cclsr.law.unimelb.edu.au/research-papers/
Monograph_20Series/Managed_20Investments_20.pdf).
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セクション 6：REIT の理想的なガバナンス構造に関する推奨
当セクションでは、運用会社と投資主との間の利益相反を最小化し、運用会社に適切な報酬を支払い、
優れたガバナンス基準を保つと考える模範的な REIT 構造におけるガバナンスの特徴を記載していま
す。これらの推奨は、新規および発展途上の REIT 市場を支援し、既存市場の長期的な変革の指針
となることを意図しています。
これらの推奨はセクション 5 で説明した推奨の一部に加えて、既存の REIT ガバナンス基準を改善す
るものの現在の仕組みでは実施が容易ではない推奨を含んでいます。

REIT の理想的なガバナンス構造の特徴
内部運用
推奨：内部運用構造を採用することにより、運用会社の利益と投資主の利益は一致しやすくなります。
◆ REIT が運用会社を 100％保有しており、したがって、運用会社の職員が REIT の職員でもあると

みなせる場合には、投資主と運用会社との間の利益相反は軽減されます。
◆ REIT のスポンサーから独立した運用チームを有します。
◆ 信託形式では REIT 自体に職員が雇用されるわけではないため、内部運用構造とするには会社型

が最適です。この構造は、税法上、会社型の REIT が非課税の取り扱いを受ける場合にのみ実
行可能です 。

役員会
推奨：REIT には独立した役員会を設置し、投資主が役員を選任あるいは解任することができなけれ
ばなりません。
◆ 役員会が運用を監督し、すべての重要な財務判断を精査しなければなりません。役員会は、運

用会社の実績を監視し、運用会社が投資主の最善の利益のために責務を果たすことを確保しな
ければなりません。
◆ 役員会の構成は、独立した役員が過半数を占め、会長は独立していなければなりません。
◆ 投資主が役員を指名、選任、解任する権利を持たなければなりません。承認に必要な表決数を

過度に多くして投資主の議決権を制限してはなりません。

年次投資主総会
推奨：年次投資主総会の開催をすべての REIT に義務づけなければなりません。
投資主は、運用担当者が投資主の最善の利益のために REIT を運用していることを確保するため、
その意思決定について面と向かって質問する権利を有していなければなりません。年次総会は投資
主に対する運用者の説明責任を向上させ、投資主に REIT の実績および戦略に関する最新情報を伝
える機会を提供します。

関連当事者取引の承認
推奨：重要な関連当事者取引を独立した専門家が精査し、上場証券取引所に開示し、独立した役員
および投資主が承認しなければなりません。
REIT は、ベスト・プラクティスとして「利益相反および関連当事者取引に関する方針」を策定した上
で書面化すべきです。そのなかには「関連当事者」の定義、関連当事者との取引が必要となる理由、
利益相反となる状況や関連当事者に対処する内部管理手続きを盛り込まなければなりません。
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関連当事者取引（承認・開示基準を満たす取引）について、以下の対応をしなければなりません。
1. 独立したアドバイザーが調査し、公正市場価値のみが適用されていることを確認すること
2. 役員会の承認を要する場合には、
「利害関係のない」役員が承認すること
3. 上場証券取引所へ報告し遅滞なく投資主に開示すること
4. （重大であれば）投資主の決議による承認を求め、関連当事者は棄権すること

報酬
推奨：内部運用構造の場合、運用チームに給与を支払い、運用報酬と切り離さなければなりません。
3 名以上の役員で構成され、その過半数を独立した役員が占める報酬委員会を設置することが重要
です。報酬委員会は、運用者にその責務と実績に応じた給与・賞与が支払われるよう促します。また、
報酬に関する方針と詳細な報酬内容の報告書を投資主に開示しなければなりません。

レバレッジ制限
推奨：適切なガバナンス慣行が実施され、投資主の権利が守られている限りにおいて、規制により借
入れに制約を設ける必要はありません。
借入れを行うかどうかは、事業判断に任せるべきです。財務制限条項や信託約款で課せられている
借入れ制限に関する詳細な開示は、透明性および投資主保護の向上に役立ちます。

支配投資主は発行済み投資口の 50％以上を保有してはならない
推奨：投資口の保有を 50％以下に制限することは、REIT のガバナンス慣行を改善するばかりでなく、
投資主に税効果の改善をもたらします。
50％以上の浮動投資口を維持することは、支配投資主と他の投資主との間に生じうる利益相反を排
除することに寄与します。投資主は支配投資主から排除されることなく権利を有効に行使する機会が
得られるからです。スポンサーが REIT を支配している場合、REIT は実質的にスポンサーの子会社
です。このような場合、本来は投資主が得るべき税効果の大半をスポンサーが享受するという弊害
が生じます。

WWW.CFAINSTITUTE.ORG
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REIT 固有の制度なし

設立日



内部／外部

あり。運用管理会社が信託の最
終的な責任を負う。

3．単一責任主体（RE）

・上場ステープル証券（会社およ
び信託）

・単独の投資信託

2．運用形態

1. 法的構造

なし。受託会社および運用会社
は機能的に互いに独立していな
ければならない。

内部／外部

投資信託

REIT がパススルー課税の適用 運用会社は SFO に基づく免許を
を 受 ける に は TAA 1953 で 定 得なければならない。
義される管理投資信託 a（MIT）
でなければならない。

3. 運営規則

2 つの一般的な REIT 構造

Chapter 5C of the Corporations Code on Real Estate Investment
Act 2001、Income Taxation
Trusts and Securities and
Assessment Acts 1936 and
Futures Ordinance (SFO)
1997（ITTA 1936, ITTA 1997）、
Tax Administration Act 1953
（TAA 1953）

2. 主たる準拠法

ファンドの特性

ASIC

SFC

2003 年

2005 年

香港

1. 主たる監督機関

規制の枠組み

1971 年

REIT 上場第 1 号

オーストラリア

なし。REIT 資 産の 運 用責任は
外部の運用会社に委託される。

外部

投資信託あるいは投資法人（す
べての上場 REIT は投資法人）

資産運用会社は FSA より免許を
得なければならない。

金融商品取引法、投資信託及び
投資法人に関する法律

FSA

2000 年

2001 年

日本

補足 A：REIT 規則および規制

なし。受託会社と運用会社は互
いに独立。

外部

投資信託あるいは投資法人（現
実には投資信託が一般的）

ファンドを SFA に基づく認定運
用会社が運用しなければならな
い。

Code on Collective Investment
Schemes―Property Fund
Guidelines, Securities and
Futures Act (SFA)

MAS

1999 年

2002 年

シンガポール

適用なし

外部

投資法人

払込済資本金 3 億ペソ

あらゆるクラスの投資口を 50 口
以上保有する 1,000 以上の一般
投資主が合計で発行済投資口の
1/3 以上を保有しなければなら
ない。

Republic Act No. 9856 (REIT
法 )、Implementing Rules and
Regulations (IRR) 13 May
2010

SEC

2009 年

NA

フィリピン
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3．地理的制約

なし

なし

不可。信託が行う不動産開発は 不可。
パススルー課税に非適格となる。

2．不動産開発

ステープル構造では運用会社が
「トレーディング」活動を行い、
信託は影響されない。

香港

収益を生む不動産への投資のみ
が認められる。再開発や改築の
ために未入居で収益を生まない
建物のうち未完成部分を購入す
ることは可能だが、契約価額が
純資産価額総額の 10%を超えて
はならない。

あり

REIT に特定の資産 制限はない
が、パススルー課税の適用を受
けるには「賃貸用土地」または
ITTA 1936 Division 6C に定 め
る適格投資活動のみに投資しな
ければならない。それ以外の場
合は公募信託として会社と同様
に課税される。

なし。ただし MIT 基準を満たす
ための「幅広い保有」を認めら
れやすい。

オーストラリア

1．不動産の割合

収益および資産にかかる規制

4．取引所への上場義務

項目

なし

不動産開発に従事することは認
められない。

最低 70％

なし

日本

なし

ファンドが 行う不 動産 開 発は、
完成後の不動産を保有する意図
がなければ認められない。また
契約価額総 額がポートフォリオ
の受託資産の 10％を超えてはな
らない。

ファンドの受託資産の最低 75％
は収益を生む不動産に投資しな
ければならない。

なし。ただし税法上の取り扱い
により現 在 すべての S-REIT が
SGX に上場されている。

シンガポール

なし。ただし受託資産の 40％を
超えず SEC から特別許可を得る
こと。

不可。ただし REIT が不動産を
完成後 3 年以上保有する意図が
あり、総契約価額総額が受託資
産の 10％を超えない場合は認め
られる。

受託資産の最低 75％は収 益を
生む不動産に投資しなければな
らない。

あり

フィリピン
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受益証券保有者に純利益の
100％が帰属する限りにおいて
REIT に課 税されない。受 益 証
券保有者に帰属しない信託利益
に対して最高限界税率が課せら
れる。

課税

3．投資主

パススルー課税

2．REIT

1．コンデュイット構造

課税関係

非課税

SPV が資産を保有するかどうか
によって、REIT に固定資産税あ
るいは所得税が課せられる。

課税

年間税引後純利益の 90％以上

信託あるいはステープル証券に
制約はない。配当性向は信託約
款に記載される。

分配ルール

香港

上場 REIT に制約はない。ただし、 いかなる時点においても借入れ
外国企業が支配する REIT ある 総額が総資産価額の 45％を超
いは REIT が外国企業を支配す えてはならない。
る場合は、調整後の国内資産を
基準として借入れ比率は 75％。

オーストラリア

レバレッジ

項目

課税

投資主に分配されない金額に対
して REIT に法人税が課せられ
る。

パススルー課税

税引前利益の 90％以上

制約なし

日本

一 般 的に非 課 税。 ただし外 国
人受益証券保有者およびトレー
ディング業務に携わるとみなされ
る個人を除く。

未 分 配の 税引前 利 益 に対して
17％の法人税が課せられる。

パススルー課税

国内資産から生じる税引前利益
の 90％以上

総 資 産 の 35 ％。REIT が 格 付
けを付与され開示されていれば
60％を上限とする。

シンガポール

一般的に課税。ただし国内法人、
居住者である外国企業、国外の
フィリピン人を除く。

配 当支 払後 の 純 利 益 に対して
REIT に法人税が課せられる。

パススルー課税

純利益の 90%以上

借入れ総 額は受託資産の 35％
を超えてはならない。格付機関
から投資適格に格付けされてい
る REIT は 70%まで借入れが可
能。

フィリピン
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・運用会社解任決議権

3．メンバーの権利

2．年次投資主総会

1．関連当事者取引規制

ガバナンス

項目

香港

あり。受益証券保有者は総会を
招集し運用会社解任の普通決議
を提起することができる。運用
管理会社およびその関係者は運
用管理会社の解任および選任に
ついて議決権を有する。

なし

あり。受益証券保有者の普通決
議に基づく受託会社からの書面
による通知で運用会社を解任す
ることができる。受益証券保有
者である運用会社およびその関
係者を含むすべての受益証券保
有者が議決権を有する。

なし

関連当事者取引の承認は普通決
議を要する。関連当事者は総会
での決議を棄権する。

あり。保有不動産から生じる経 総 取 得 価 額あるいは取引価 値
済的利益を関連当事者に与える （あるいは同一の相手方と行った
取引、あるいは不動産の利益を 12 ヶ月以内の累積価値）が 直
損なう可能性のあるすべての取 近の純資産価額の 5％以上の場
引には、受益証券保有者の承認 合には、受益証券保有者の承認
を要する。
を要する。

オーストラリア

あり。投資主総会における決議
で資産運用会社を解任すること
ができる。

あり

なし

日本

あり。年次総会出席者の単純多
数決による。運用会社、その関
係者、他の関連当事者は議決権
を有しない。

あり

関連当事者は取引承認決議を棄
権しなければならない。

b) 5％以上の取引－取引を直ち
に公表して受益証券保有者総会
で過半数の承認を要する

a) 不動産ファンドの NAV の 3%
以上の取引－取引を直ちに公表

シンガポール

記載なし。

あり

投資主の承認は必要ではない。

REIT と関 連 当 事 者とのあらゆ
る契約あるいは変更契約は、全
役員の過半数以上の承認を要す
る。独立役員については全会一
致を要する。

フィリピン
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あり。受益証券保有者は 5％以
上の議決権を有するか、100 人
以上の同意を要する。

特に規制なし

・議案提出権

・一般的な報酬体系

「ハイ・オン・ハイ」原則（一口
当たり NAV が直近に計算され支
払われた実績報酬の基準となっ
た一口当たり NAV を上回る場合
のみに支払われる）を採用しな
ければならない。

特に記載なし

あり。発行済受益証券の 10％以
上を保有する 2 名以上の受益証
券保有者は総会を招集できる。

香港

特に規制なし

あり

あり。投資主が臨時投資主総会
を招集するには 5％以上の議決
権を要する。

日本

特別の要件はない

特に記載なし

あり。受 益 証券 保有者の 50％
以上、あるいは発行済受益証券
の 10％を代表する受益証券保有
者は書面で要求できる。

シンガポール

ファンド運用手数料および不動
産管理手数料は各運用・管理資
産の NAV の 1％を超えてはなら
ない。

なし

なし

フィリピン

a MIT として適格となるために必要な基準：(1) 受託会社がオーストラリア居住者であること、(2) 信託が管理投資スキーム（2001 年会社法第 5C 章の定義による）であること、(3) 信託受益証券が「幅広く保有」されていること

あり。受益証券保有者は 5％以
上の議決権を有するか、100 人
以上の同意を要する。

オーストラリア

・総会招集権

項目
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取得価額の最大 1％

売却価額の最大 0.5％

現 在、 資 産 価 値 に 対 資産価値に対して年率
して年率 0.03%（最大 0.03%を超えない、月
0.05 %）、 月 間 最 低 5 間最低 20 万香 港ドル
万香港ドル
（ 資 産価 値に対して最
大年率 0.06%）

取得手数料

売却手数料

信託報酬

運用会社

ARA Asset
Management
(Prosperity) Ltd

純 賃 料 収 入 に 対して
3％

実績報酬

受益証券保有者の情報

不動産価値に対して年
率 0.4%

基本報酬

Eagle Asset
Management (CP) Ltd

売却価額の最大 0.5％

取得価額の最大 1％

NA

純賃料収入に対して年
率 12 ％、 た だし、 半
期純賃料収入は２億香
港ドル以上

ARA アセット・マネジ
メント

イーグル ･アセット ･ マ
ネジメント（CP）Ltd

(2778: HK)

Champion REIT

運用会社

運用報酬

Prosperity REIT

REIT

(Bloomberg Code)

表 1. HK-REIT

売却価額の 0.5％

取得価額の 1％

純 賃 料 収 入 に 対して
3％（最大 5％）

総 資 産 に 対して年 率
0.3%（最大 0.5%）

リーガル ･ ポートフォリ
オ ･ マネジメント Ltd

(1881: HK)

Regal REIT

Henderson Sunlight
Asset Management
Ltd

Regal Portfolio
Management Ltd

資 産価 値の最初の 50 資産価値に対して値率
億ド ル に 対 して 年 率 0.015% ―0.025%、月
0.03 %、 次 の 50 億ド 間最低 6.6 万香港ドル
ル に 対 し て 0.025 %、
100 億ドル 超に対して
0.02%、月間最低 5 万
香港ドル

売却価額の最大 0.5％

取得価額の最大 1％

純 賃 料 収 入 に 対して
3％

不動産価値に対して年
率 0.4%

ヘンダーソン･ サンライ
ト・アセット ･ マネジメ
ント

(435: HK)

Sunlight REIT

GZI REIT Asset
Management Ltd

資産価値に対して年率
0.03 %（最 大 0.06%ま
で引き上げ可能、月間
最低 5 万香港ドル）

売却価額の 0.5％

取得価額の 1％

純 賃 料 収 入 に 対して
3％

不動産価値に対して年
率 0.3%

GZI REIT アセット ･ マ
ネジメント Ltd

(405: HK)

GZI REIT

補足 B：代表的 REIT のプロフィール

ARA Asset
Management
(Fortune) Ltd

資産価値に対して年率
0.03%（ 月間最低 5 万
香港ドル）

売却価額の 0.5％を超
えない

取得価額の 1％を超え
ない

純 賃 料 収 入 に 対して
3％

不動産価値に対して年
率 0.3%

ARA アセット ･ マネジ
メント

(778: HK)

Fortune REIT

The Link
Management Limited

年率 0.008%、月間最
低 15 万香港ドル

NA

NA

NA

NA

リンク ･ マネジメント ･
リミテッド

(823: HK)

The Link REIT
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関連会社

非業務執行

取締役

3 (42% )

あり

非業務執行

取締役

あ る。 会 長 は 長 江 グ
ループの業務執行取締
役

独 立非 業務 執行取締
役数

CEO と会 長 の 役 割 分
離

会 長 は非 業 務 執 行 取
締役か、独立業務執行
取締役か、業務執行取
締役か

会長と大口受益者ある
いはスポンサーとの関
連

Regal Hotels Internat iona l Holdings Ltd
(RHIHL)

(1881: HK)

Regal REIT

GZI REIT
GZI Group（Yue Xiu の
主要子会社）

(405: HK)

あ る。 会 長 は ス ポ ン
サーの業務執行取締役
で CFO

取締役

非業務執行

あり

3 (50% )

6

間接的に完全子会社

あ る。 会 長 は ス ポ ン
サーの会長兼 CEO

取締役

非業務執行

あり

3 (33% )

9

完全子会社

ある。会長は Yue Xiu
の副会長

取締役

業務執行

あり

3 (50% )

6

完全子会社

Lee Shau Kee、HLD Lo Yuk Sui、R HIHL Yue Xiu（36.55%）
の会長、創業者（33%） の会長、創業者の息子、
CEO（74.5%）

Henderson Land Development Company
Ltd (HLD)

(435: HK)

Sunlight REIT

あ る。 会 長 は 長 江 グ
ループの業務執行取締
役

取締役

非業務執行

あり

3 (33% )

9

関連会社

長江グループ（35.6%）

長江グループ

(778: HK)

Fortune REIT

なし

取締役

非業務執行

あり

9 (81% )

11

なし

Franklin Mutual Advisors (8.02% )

香港住宅庁より分離

(823: HK)

The Link REIT

出典：Prosperity REIT, Champion REIT, Regal REIT, GZI REIT, Fortune REIT2009 年アニュアル ･ レポート、Sunlight REIT, The Link REIT の 2010 年アニュアル ･ レポート、IPO サーキュラー、各社ウェブサイト

あ る。 会 長 は ス ポ ン
サーの会長 兼 業務 執
行取締役

あり

3 (38% )

7

8

完全子会社

L o K a S h u i、 G r e a t
Eagle Holdings Ltd の
会長、創業者、業務執
行取締役（63.57%）

Great Eagle Holdings
Ltd

(2778: HK)

Champion REIT

取締役数

REIT 運用会社—取締役会

運用会社とスポンサー
の関係

長江グループ

最大受益証券保有者

(20.95% )

長江グループ

(808: HK)

スポンサー

Prosperity REIT

REIT

(Bloomberg Code)

表 1. HK-REIT（続き）
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受託資産価値の年率 0.5%

年度の１口当たり分配金（DPU）
増 加率（当該年度の実 績 報 酬
控 除 前 ） が 2.5 % を 超 える 場
合、受託資産価値の年率 0.1%、
DPU 増加率が 5%を超える場合
はさらに年率 0.1%

不動産取得価格の最大 1%を超
えない

売却価格の最大 0.5%

( 受託資産の ) 総資産価値に対
して年率 0.25%を超えない（月
間最低１万ドル）

基本報酬

実績報酬

WWW.CFAINSTITUTE.ORG

取得手数料

売却手数料

信託報酬

受 託 資 産 価 値 に 対 して 年 率
0.10 % を 超 えな い（ 月間 最 低
8,000 ドル）。受 託 資 産より支
払い

不動産売却価格の 0.5%

不動産取得価格の 1%

運用報酬および不動産売却益
あるいは再評価益など営業外利
益を控除前の純投資収益の年
率 5.25%

受託資産価値の年率 0.1%

REIT

REIT

運用報酬

CapitaCommercial

Ascendas

REIT

(Bloomberg Code)

表 2. S-REIT

受 託 資 産 価 値 に 対 して 年 率
0.10 % を 超 えな い（ 月間 最 低
6,000 ドル）。受 託 資 産より支
払い

売却価格の 0.5%を超えない

取得価格の 1%を超えない

各年度の総収入に対して 2.85%

受託資産価値の年率 0.25%

(CT: SP)

Trust

CapitaMall

受 託 総資 産価値に対して年 率
0.10 % を 超 えな い（ 月間 最 低
１万ドル）

不動産または不動産関連資 産
の売却価格の 1%

不動産または不動産関連資産の
取得価格の 1%

当該年度の純不動産収入（当該
年度の実績報酬を控除前）に
対して 3.6%

受託資産価値の年率 0.5%

受 託 資 産 価 値 に 対 して 年 率
0.25 % を 超 えな い（ 月間 最 低
9,000 ドル）。受 託 資 産より支
払い

直接的、間接的な不動産売却
価格の 0.5%

直接的、間接的な不動産取得
価格の 1%

純不動産収入に対して 4.5%

受託資産価値の年率 0.3%

REIT
(SUN: SP)

Suntec

(MLT: SP)

Mapletree
Logistics Trust
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Ascendas Pte Ltd

スポンサー b



運用会社は Acendas Pte Ltd の
完全子会社

運用会社とスポンサーの関係

8

6 (75% )

あり

取締役数

独 立非 業務 執行取 締役数（割
合）

CEO と会長の役割分離

運用会社－取締役会

Ascendas Pte Ltd (20.7% )

最大受益証券保有者

Macquarie Goodman Industrial Management Pte Ltd

Ascendas Funds Management
(S) Ltd（ 旧 Ascenda-MGM
Fund Management Ltd）a

運用会社

あり

3 (33% )

9

スポン サ ーが 間 接 的 に 100 %
保 有。 スポン サ ーを Temasek
Holding が 40%

Tema sek hold i ng ( Pr ivate)
Limited (32.0% )

CapitaLand Ltd

あり

4 (44% )

9

スポン サ ーが 間 接 的に 100 %
保 有。 スポンサーを Temasek
Holdings が 40%保有

Temasek は Capita Land を
40%保有

Temasek Holding (Private)
Limited (29.9% )

CapitaLand Ltd

あり

4 (36% )

11

スポンサーの完全子会社。スポ
ン サ ー を Teamasek Holdings
が 100%保有

Temasek Holding (Private)
Limited (44.4% )

Mapletree Investments Pte
Ltd

Maplet ree L og i st ic s Tr u st
Management Ltd

(MLT: SP)

Trust
(CT: SP)

Mapletree
Logistics Trust

CapitaMall

CapitaCommercial Trust Man- CapitaMall Management ltd
agement ltd
（ 旧 SingMall Property Trust
Management Ltd

(CCT: SP)

(AREIT: SP)

受益証券保有者の情報

REIT

REIT

CapitaCommercial

Ascendas

REIT

(Bloomberg Code)

表 2. S-REIT（続き）

あり

3 (38%

8

なし

A sea n I nve st ment P te Ltd
(5.4% )

Suntec City Development Pte
Ltd

ARA Trust Management (Suntec) Ltd

(SUN: SP)

REIT

Suntec
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あり。会長はスポンサーの取締
役

会長と大口受益者あるいはスポ
ンサーとの関連

あり。会長はスポンサーの独立
非業務執行取締役

独立非業務執行取締役

あり。会長はスポンサーの独立
非業務執行取締役

非業務執行取締役

(MLT: SP)

Trust
(CT: SP)

Mapletree
Logistics Trust

CapitaMall

(SUN: SP)

REIT

Suntec

なし

非業務執行取締役

a Macquarie Goodman は Ascendas-MGM Fund Management Ltd. の持分 60％を Ascendas Group に売却、運用会社は Ascendas Funds Management (S) Ltd. に名称変更。
b 表中のすべてのスポンサーは上場時におけるスポンサー
出典：CapitaCommerical Trust, CapitaMall Trust, Mapletree Logistics Trust の 2009 年アニュアル ･ レポート、Ascendas REIT の 2010 年アニュアル ･ レポート、IPO サーキュラー、各社ウェブサイト

なし

非業務執行取締役

(CCT: SP)

(AREIT: SP)

会 長 は非 業 務 執 行 取 締 役 か、 独立非業務執行取締役
独立業務執行取締役か、業務
執行取締役か

REIT

REIT

CapitaCommercial

Ascendas

REIT

(Bloomberg Code)

表 2. S-REIT（続き）
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(BWP: AU)

(Bloomberg Code)

総資産価値の 0.55%

2 億ドルまでは総受託資産
価値の年率 0.05%、2 億ド
ル超につき年率 0.035%

基本報酬

実績報酬

運用報酬

Property Trust

Warehouse

REIT

表 3. A-REITs

信 託 の パ フォ ー マ ン ス
が Retail Property Trust
Accumulation Index の
上昇 率を上回った場 合の
み、 超 過 収 益 の 5％、 年
率 2％を超える超過収益に
つき 15%。最後に実 績 報
酬が算出された日以降のア
ンダーパフォーマンスが解
消された場合にのみ支払わ
れる。ただし、1 年間の運
用報酬は 3 年以上のアウト
パフォーマンスの場合を除
き、総資産価値の 80 bps
を上限とする。

7 億ドルまでは総受託資産
価値の年率 0.45%、7 億ド
ル超につき年率 0.4%

(CQR: AU)

Retail REIT

Charter Hall

NA

信 託 の パ フォ ー マ ン ス
が Retail Property Trust
Accumulation Index の
上昇 率を上回った場 合の
み、 超 過 収 益 の 5％、 年
率 2％を超える超過収益に
つき 15%。最後に実 績 報
酬が算出された日以降のア
ンダーパフォーマンスが解
消された場合にのみ支払わ
れる。ただし、1 年間の運
用報酬は 3 年以上のアウト
パフォーマンスの場合を除
き、総資産価値の 80 bps
を上限とする。

10 億ドルまでは総受託資
産価値の年 率 0.45%、10
億ドル超につき年率 0.4%

(CQO: AU)

(IIF: AU)

フ ァンド 総 資 産 の 年 率
0.675%と純利益の 9％の
低い方

Office REIT

Charter Hall

Fund

ING Industrial

ファンド のト ー タル ･ リ
ターン（ 分 配 金および 元
本 増 加）が S&P/ASX200
C om m er c i a l P r op er t y
Accumulation Index (CPA
を除く ) を上回った場合の
み、超過収益の最初の 1％
につき総資産価値の 5％、
1％を超える超過収益につ
き 15%。アンダーパフォー
マンスが解消された後に運
用管理会社は実績報酬を
受け取る。上限は 6 ヶ月間
で総資産価値の 0.15%。

総資産価値の年率 0.45%

Office Fund
(CPA: AU)

Property

Commonwealth
CFS Retail

ファンドのトータル・リター
ン（ 分 配 金および 元 本 増
加 ） が UBS Retail 200
Property Accumulation
Index (CFX を 除 く ) を 上
回った場 合のみ、超 過収
益 の 最 初 の 1％につき総
資産価値の 5％、1％を超
える超過収益につき 15%。
アンダーパフォーマンスが
解 消された後に運 用管 理
会社は実績 報酬を受け取
る。上限は 35 億ドルまで
総資産価値の年率 0.15%、
35 億ドル超につき 0.1%。

総資産価値の年率 0.45%

(CFX: AU)

Property Trust
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Wefarmers

Wefarmers (22% )

完全子会社

スポンサー d

最大受益証券保有者

運 用会社とスポンサーの
関係

5

4 (80% )

あり

独立非業務執行取締役

取締役数

独立非業務執行取締役数
（割合）

CEO と会長の役割分離

会長は非業務執行取締役
か、独立業務執行取締役
か、業務執行取締役か

REIT 運用会社―取締役会

Bunnings Property Management Limited

運用管理会社


業務執行取締役

あり

3 (50% )

6

完全子会社

Charter Hall Group
(17.46% )

Macquarie Bank

Charter Hall Retail
Management limited（ 旧
Macquarie CountryWide
Management Limited a）

(CQR: AU)

(BWP: AU)

(Bloomberg Code)

受益証券保有者の情報

Retail REIT

Charter Hall

Property Trust

Warehouse

REIT

表 3. A-REITs（続き）

独立非業務執行取締役

あり

4 (80% )

5

完全子会社

ING Group (11.675)

ING Group

ING Management Limited

(IIF: AU)

Fund

ING Industrial

業務執行取締役

あり

3 (50% )

6

完全子会社

Charter Hall Group
(15.69% )

Macquarie Bank

Charter Hall Retail Mana gem ent l i m ite d（ 旧
Macquarie CountryWide
Management Limited b）

(CQO: AU)

Office REIT

Charter Hall

独立非業務執行取締役

あり

3 (60% )

5

完全子会社

CBA (12.12% )

Commonwealth Bank of
Australia (CBA)

Commonwealth Managed
Investment Limited

独立非業務執行取締役

あり

3 (60% )

5

完全子会社

Gandel Group (17.05% )

Gandel Group

Commonwealth Managed
Investment Limited ( 旧
Gandel Management Limited c)

(CFX: AU)

CFS Retail
Property Trust

Property
Office Fund
(CPA: AU)

Commonwealth
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なし

(IIF: AU)

Fund

ING Industrial

あり、会長はスポンサーの
共同業務執行取締役

(CQO: AU)

Office REIT

Charter Hall

なし

なし

(CFX: AU)

CFS Retail
Property Trust

Property
Office Fund
(CPA: AU)

Commonwealth

a Macquarie CountryWide Management Limited は 2010 年 2 月に Macquarie CountryWide Trust の 運 用 権 を Charter Hall Group に 売 却。REIT は Charter Hall Retail Trust に 名 称 変 更し、 現 在 は Charter Hall Retail
Management Limited が運用。
b Macquarie Office Management Limited は 2010 年 2月に Macquarie Office Trust の運用権を Charter Hall Group に売却。
REIT は Charter Hall Office Trust に名称変更し、
現在は Charter Hall Office Management Limited が運用。
c 当時 Gandel Retail Trust と呼ばれた CFX が Colonial First State Retail Property Trust を買収したのち、運用管理会社は 2002 年 10 月に Gandel Management Limited から Commonwealth Managed Investment Limited に変
更された。Gandel Group は 2006 年 5 月に運用会社の共同持分を Colonial First State に売却、信託は CFS Retail Property Trust と名称変更した。
D 表中のすべてのスポンサーは上場時のスポンサー
出典：2010 年アニュアル ･ レポート、IPO サーキュラー、各社ウェブサイトの情報

あり。会長はスポンサーの
創業者で共同業務 執行取
締役

(CQR: AU)

(BWP: AU)

(Bloomberg Code)

会 長と大口受 益 者あるい
はスポンサーとの関連

Retail REIT

Charter Hall

Property Trust

なし

Bunnings

Warehouse

REIT

表 3. A-REITs（続き）
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NA

売却手数料

出典：各社有価証券届出書

三井不動産株式会社 三 菱 地 所 株 式 会 社 三 菱 商 事 株 式 会 社
（8801）
（8802）、第一生命保険株 （8058）、UBS
式会社（8750）、三井物産
株式会社（8031）

スポンサー

投資法人

利益水準に対して年率 3%

変 動するが、賃料 収 入に
対して最大年率 2%および
固定報酬月間 1,250 万円

（8955: JP）

最大 0.5%

NA

取 得 価 格 に 応じて 変 動、
最大 0.5%

利益水準に対して年率 3%

賃料収入に対して年率 3%

（8956: JP）

プレミア投資法人

オリックス株式会社
（8591） 東 京 建 物 株 式 会 社
（8804）、明治安田生命保
険会社、大成建設株式会
社（1801）、安田不動産株
式会社、損保ジャパン

株式会社ケン・コーポレー
ション、総合地所株式会社、
中央三井信託銀行、エヌ・
ティ・ティ都市開発株式会
社（主要スポンサー）

株式会社東京リアルティ・ プレミア・リート・アドバイ
インベストメント・マネジ ザーズ株式会社
メント

NA

取 得 価 格 に 応じて 変 動、 取得価格の 0.25%
最大 0.5%

利益水準に対して年率 3%

事業年度の資産規模に対
して 0.175%

（8954: JP）

投資法人

三菱商事・ユービーエス・ オリックス・アセットマネジ
リアルティ株式会社
メント株式会社

NA

日本ビルファンドマネジメ
ント株式会社

ジャパンリアルエステイトア
セットマネジメント株式会
社

最大 0.5%

運用会社

投資主の情報

取 得 価 格 に 応じて 変 動、 取 得 価 格 に 応じて 変 動、 取得価格の 0.8%
最大 0.5%
最大 0.5%

NA

取得手数料

過去のキャッシュフロー差
額に対して 30%

利益水準に対して年率 3%

実績報酬

資産規模に対し 0.60%

（8953: JP）

（8952: JP）

事業年度キャッシュフロー
に対し最大 8%

ファンド投資法人

投資法人

リアルティ

オリックス不動産

日本プライム
日本リテール

ジャパン
リアルエステイト

賃 料 収 入に対し年 率
2.50%

（8941: JP）

日本ビルファンド投資法人

基本報酬

運用報酬

(Bloomberg Code)

REIT

表 4. J-REITs
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補足 C：出典および参考文献
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REIT 規則および規制
オーストラリア
◆ Australian Government, Corporations Act 2001: http://scaleplus.law.gov.au/ComLaw/

Legislation/Act1.nsf/0/618AABD8E453AE27CA256F72000C6CC1?OpenDocument

香港
◆ Securities and Futures Commission, Code on Real Estate Investment Trusts (last updated

June 2010): http://www.sfc.hk/sfcRegulatoryHandbook/EN/displayFileServlet?docno=H586

インド
◆ Securities and Exchange Board of India, Draft for Comment, Real Estate Investment Trusts

Regulations, 2008; http://www.sebi.gov.in/commreport/RealEstateReg.pdf

日本
◆ 投資信託及び投資法人に関する法律 (ITL): www.japaneselawtranslation.go.jp/law/

detail/?id=1903&vm=04&re=01
◆ 金融庁、金融商品取引法 (FIEL): www.fsa.go.jp/en/news/2008/20080627-4/02.pdf

フィリピン
◆ Philippines House of Representatives, The Republic Act No. 9856 (REIT Law): www.congress.

gov.ph/download/ra_14/RA09856.pdf
◆ Securities and Exchange Commission, Implementing Rules and Regulations of the Real Estate

Investment Trust (REIT) Act of 2009: www.sec.gov.ph/irr-reit-act/REIT % 20IRR% 20as% 20
approved% 20on% 20May% 2013% 202010.pdf

シンガポール
◆ Monetary Authority of Singapore, Code on Collective Investment Schemes (Last updated 11

November 2009): www.mas.gov.sg/resource/legislation_guidelines/securities_futures/sub_
legislation/CIS_Code_11_Nov_2009.pdf

主な規制当局のウェブサイト
オーストラリア
◆ Australian Securities and Investments Commission: www.asic.gov.au

香港
◆ Securities and Futures Commission: www.sfc.hk/sfc/html/EN/

インド
◆ Securities and Exchange Board of India: www.sebi.gov.in/

日本
◆ 金融庁 : www.fsa.go.jp/en/index.html

フィリピン
◆ Securities and Exchange Commission: www.sec.gov.ph/

シンガポール
◆ Monetary Authority of Singapore: www.mas.gov.sg/index.html
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